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1.1 コア	レッスン

01	 柵
さく
saku
柵
さく
saku
柵
さく
saku
庭
にわ
niwa
庭
にわ
niwa
プール
プール
puuru

02	 二人	の	子供たち	が	柵	の	上	に	座って	います。
ふたり	の	こどもたち	が	さく	の	うえ	に	すわって	
います。
futari	no	kodomotachi	ga	saku	no	ue	ni	
suwatte	imasu.
この	柵	は	壊れて	います。
この	さく	は	こわれて	います。
kono	saku	wa	kowarete	imasu.
彼	は	庭	で	昼ご飯	を	食べて	います。
かれ	は	にわ	で	ひるごはん	を	たべて	います。
kare	wa	niwa	de	hirugohan	o	tabete	imasu.
彼	は	庭	で	新聞	を	読んで	います。
かれ	は	にわ	で	しんぶん	を	よんで	います。
kare	wa	niwa	de	shinbun	o	yonde	imasu.
この	プール	は	屋内	に	あります。
この	プール	は	おくない	に	あります。
kono	puuru	wa	okunai	ni	arimasu.
この	プール	は	外	にあります。
この	プール	は	そと	にあります。
kono	puuru	wa	soto	niarimasu.

03	 プール	の	そば	に	庭	が	あります。
プール	の	そば	に	にわ	が	あります。
puuru	no	soba	ni	niwa	ga	arimasu.
庭	は	家	の	後ろ	に	あります。
にわ	は	いえ	の	うしろ	に	あります。
niwa	wa	ie	no	ushiro	ni	arimasu.
柵	の	そば	に	花	が	あります。
さく	の	そば	に	はな	が	あります。
saku	no	soba	ni	hana	ga	arimasu.
プール	は	柵	の	後ろ	に	あります。
プール	は	さく	の	うしろ	に	あります。
puuru	wa	saku	no	ushiro	ni	arimasu.

04	 ぼく	は	柵	に	上って	います。
ぼく	は	さく	に	のぼって	います。
boku	wa	saku	ni	nobotte	imasu.
女の子	は	柵	から	飛び降りて	います。
おんなのこ	は	さく	から	とびおりて	います。
onnanoko	wa	saku	kara	tobiorite	imasu.
女	の	人	は	はしご	を	上って	います。
おんな	の	ひと	は	はしご	を	のぼって	います。
onna	no	hito	wa	hashigo	o	nobotte	imasu.
男	の	人	は	はしご	から	飛び降りて	います。
おとこ	の	ひと	は	はしご	から	とびおりて	いま
す。
otoko	no	hito	wa	hashigo	kara	tobiorite	imasu.

05	 彼	は	木	に	登って	います。
かれ	は	き	に	のぼって	います。
kare	wa	ki	ni	nobotte	imasu.
彼ら	は	木	に	登って	います。
かれら	は	き	に	のぼって	います。
karera	wa	ki	ni	nobotte	imasu.
ぼく	は	ベッド	から	飛び降りる	ところ	です。
ぼく	は	ベッド	から	とびおりる	ところ	です。
boku	wa	beddo	kara	tobioriru	tokoro	desu.
ぼく	は	ベッド	から	飛び降りました。
ぼく	は	ベッド	から	とびおりました。
boku	wa	beddo	kara	tobiorimashita.
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06	 女の子	は	ジャンプして	います。
おんなのこ	は	ジャンプして	います。
onnanoko	wa	janpushite	imasu.
馬	は	柵	を	飛び越えて	います。
うま	は	さく	を	とびこえて	います。
uma	wa	saku	o	tobikoete	imasu.
男	の	人	は	ボール	を	投げて	います。
おとこ	の	ひと	は	ボール	を	なげて	います。
otoko	no	hito	wa	booru	o	nagete	imasu.
女	の	人	は	テント	の	向こう	に	ボール	を	投げて	い
ます。
おんな	の	ひと	は	テント	の	むこう	に	ボール	を	な
げて	います。
onna	no	hito	wa	tento	no	mukou	ni	booru	o	
nagete	imasu.

07	 彼	は	ボール	を	投げる	ところ	です。
かれ	は	ボール	を	なげる	ところ	です。
kare	wa	booru	o	nageru	tokoro	desu.
彼	は	ボール	を	投げて	います。
かれ	は	ボール	を	なげて	います。
kare	wa	booru	o	nagete	imasu.
彼	は	ボール	を	投げました。
かれ	は	ボール	を	なげました。
kare	wa	booru	o	nagemashita.

08	 女の子	は	車	の	向こう	に	ボール	を	投げて	い	
ます。
おんなのこ	は	くるま	の	むこう	に	ボール	を	なげ
て	います。
onnanoko	wa	kuruma	no	mukou	ni	booru	o	
nagete	imasu.
男	の	人	は	川	を	飛び越えて	います。
おとこ	の	ひと	は	かわ	を	とびこえて	います。
otoko	no	hito	wa	kawa	o	tobikoete	imasu.
男の子	は	柵	の	向こう	に	ボール	を	投げて	い	
ます。
おとこのこ	は	さく	の	むこう	に	ボール	を	なげて	
います。
otokonoko	wa	saku	no	mukou	ni	booru	o	
nagete	imasu.

09	 女の子	は	テーブル	に	上がって	います。
おんなのこ	は	テーブル	に	あがって	います。
onnanoko	wa	teeburu	ni	agatte	imasu.
男の子	は	テーブル	から	飛び降りて	います。
おとこのこ	は	テーブル	から	とびおりて	い	
ます。
otokonoko	wa	teeburu	kara	tobiorite	imasu.
女	の	人	は	ボート	に	上がって	います。
おんな	の	ひと	は	ボート	に	あがって	います。
onna	no	hito	wa	booto	ni	agatte	imasu.
男の子	は	ボート	から	飛び降りて	います。
おとこのこ	は	ボート	から	とびおりて	います。
otokonoko	wa	booto	kara	tobiorite	imasu.

10	 猫	は	ベッド	に	飛び上がって	います。
ねこ	は	ベッド	に	とびあがって	います。
neko	wa	beddo	ni	tobiagatte	imasu.
女の子	は	柵	から	飛び降りて	います。
おんなのこ	は	さく	から	とびおりて	います。
onnanoko	wa	saku	kara	tobiorite	imasu.
男の子	は	テーブル	に	上がって	います。
おとこのこ	は	テーブル	に	あがって	います。
otokonoko	wa	teeburu	ni	agatte	imasu.

11	 女の子	は	ボール	を	投げて	います。
おんなのこ	は	ボール	を	なげて	います。
onnanoko	wa	booru	o	nagete	imasu.
男の子	は	ボール	を	とって	います。
おとこのこ	は	ボール	を	とって	います。
otokonoko	wa	booru	o	totte	imasu.
女	の	人	は	花	を	投げて	います。
おんな	の	ひと	は	はな	を	なげて	います。
onna	no	hito	wa	hana	o	nagete	imasu.
男	の	人	は	花	を	とって	います。
おとこ	の	ひと	は	はな	を	とって	います。
otoko	no	hito	wa	hana	o	totte	imasu.
彼	は	タオル	を	投げました。
かれ	は	タオル	を	なげました。
kare	wa	taoru	o	nagemashita.
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彼女	は	タオル	を	とりました。
かのじょ	は	タオル	を	とりました。
kanojo	wa	taoru	o	torimashita.

12	 彼	は	ボール	を	投げる	ところ	です。
かれ	は	ボール	を	なげる	ところ	です。
kare	wa	booru	o	nageru	tokoro	desu.
彼	は	ボール	を	投げました。
かれ	は	ボール	を	なげました。
kare	wa	booru	o	nagemashita.
彼女	は	オレンジ	を	とる	ところ	です。
かのじょ	は	オレンジ	を	とる	ところ	です。
kanojo	wa	orenji	o	toru	tokoro	desu.
彼女	は	オレンジ	を	とりました。
かのじょ	は	オレンジ	を	とりました。
kanojo	wa	orenji	o	torimashita.

13	 庭	で	ボール	を	投げないで。
にわ	で	ボール	を	なげないで。
niwa	de	booru	o	nagenaide.
柵	を	飛び越えないで。
さく	を	とびこえないで。
saku	o	tobikoenaide.
木	に	登らないで。
き	に	のぼらないで。
ki	ni	noboranaide.

14	 この	テレビ	は	使えます。
この	テレビ	は	つかえます。
kono	terebi	wa	tsukaemasu.
この	テレビ	は	使えません。
この	テレビ	は	つかえません。
kono	terebi	wa	tsukaemasen.
この	時計	は	動いて	います。
この	とけい	は	うごいて	います。
kono	tokei	wa	ugoite	imasu.
この	時計	は	動いて	いません。
この	とけい	は	うごいて	いません。
kono	tokei	wa	ugoite	imasen.

15	 この	コンピュータ	は	使えますか。
この	コンピュータ	は	つかえますか。
kono	konpyuuta	wa	tsukaemasuka.
いいえ、	使えません。
いいえ、	つかえません。
iie,	tsukaemasen.
この	カメラ	は	使えますか。
この	カメラ	は	つかえますか。
kono	kamera	wa	tsukaemasuka.
はい、	使えます。
はい、	つかえます。
hai,	tsukaemasu.

16	 お父さん	は	息子さん	の	おもちゃ	を	修理して	い
ます。
おとうさん	は	むすこさん	の	おもちゃ	を	しゅう
りして	います。
otousan	wa	musukosan	no	omocha	o	
shuurishite	imasu.
彼女	は	柵	を	修理して	います。
かのじょ	は	さく	を	しゅうりして	います。
kanojo	wa	saku	o	shuurishite	imasu.
彼	は	飛行機	を	修理して	います。
かれ	は	ひこうき	を	しゅうりして	います。
kare	wa	hikouki	o	shuurishite	imasu.
私	は	自転車	を	修理して	います。
わたし	は	じてんしゃ	を	しゅうりして	います。
watashi	wa	jitensha	o	shuurishite	imasu.

17	 私	の	電話	は	機能して	いません。	修理して	くだ
さい。
わたし	の	でんわ	は	きのうして	いません。	しゅ
うりして	ください。
watashi	no	denwa	wa	kinoushite	imasen.	
shuurishite	kudasai.
私	たち	の	コンピュータ	は	機能して	いません。	
彼	が	修理して	います。
わたし	たち	の	コンピュータ	は	きのうして	いま
せん。	かれ	が	しゅうりして	います。
watashi	tachi	no	konpyuuta	wa	kinoushite	
imasen.	kare	ga	shuurishite	imasu.
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彼	の	おもちゃ	は	壊れて	います。	おじいさん	が	
修理して	います。
かれ	の	おもちゃ	は	こわれて	います。	おじいさ
ん	が	しゅうりして	います。
kare	no	omocha	wa	kowarete	imasu.	ojiisan	ga	
shuurishite	imasu.
私	の	ラジオ	は	壊れて	います。	修理する	こと	が	
できますか。
わたし	の	ラジオ	は	こわれて	います。	しゅうり
する	こと	が	できますか。
watashi	no	rajio	wa	kowarete	imasu.	shuurisuru	
koto	ga	dekimasuka.

18	 これ	は	簡単	です。
これ	は	かんたん	です。
kore	wa	kantan	desu.
これ	は	難しい	です。
これ	は	むずかしい	です。
kore	wa	muzukashii	desu.
これ	は	簡単	です。
これ	は	かんたん	です。
kore	wa	kantan	desu.
これ	は	難しい	です。
これ	は	むずかしい	です。
kore	wa	muzukashii	desu.

19	 この	ボール	を	投げる	のは	簡単	です。
この	ボール	を	なげる	のは	かんたん	です。
kono	booru	o	nageru	nowa	kantan	desu.
スーツケース	を	投げる	のは	難しい	です。
スーツケース	を	なげる	のは	むずかしい	です。
suutsukeesu	o	nageru	nowa	muzukashii	desu.
ここ	に	上る	のは	簡単	です。
ここ	に	のぼる	のは	かんたん	です。
koko	ni	noboru	nowa	kantan	desu.
ここ	に	登る	のは	難しい	です。
ここ	に	のぼる	のは	むずかしい	です。
koko	ni	noboru	nowa	muzukashii	desu.

20	 ここ	で	スキー	を	する	のは	簡単	です。
ここ	で	スキー	を	する	のは	かんたん	です。
koko	de	sukii	o	suru	nowa	kantan	desu.

ここ	で	スキー	を	する	のは	難しい	です。
ここ	で	スキー	を	する	のは	むずかしい	です。
koko	de	sukii	o	suru	nowa	muzukashii	desu.
ここ	で	泳ぐ	のは	簡単	です。
ここ	で	およぐ	のは	かんたん	です。
koko	de	oyogu	nowa	kantan	desu.
ここ	で	泳ぐ	のは	難しい	です。
ここ	で	およぐ	のは	むずかしい	です。
koko	de	oyogu	nowa	muzukashii	desu.

21	 この	自転車	を	修理する	のは	簡単	です。
この	じてんしゃ	を	しゅうりする	のは	かんたん	
です。
kono	jitensha	o	shuurisuru	nowa	kantan	desu.
この	コンピュータ	を	修理する	のは	難しい		
です。
この	コンピュータ	を	しゅうりする	のは	むずか
しい	です。
kono	konpyuuta	o	shuurisuru	nowa	muzukashii	
desu.
この	柵	を	修理する	のは	簡単	です。
この	さく	を	しゅうりする	のは	かんたん	です。
kono	saku	o	shuurisuru	nowa	kantan	desu.
この	車	を	修理する	のは	難しい	です。
この	くるま	を	しゅうりする	のは	むずかしい	
です。
kono	kuruma	o	shuurisuru	nowa	muzukashii	
desu.

22	 これ	を	する	のは	簡単	です。
これ	を	する	のは	かんたん	です。
kore	o	suru	nowa	kantan	desu.
これ	を	する	のは	難しい	です。
これ	を	する	のは	むずかしい	です。
kore	o	suru	nowa	muzukashii	desu.
これ	を	する	のは	簡単	です。
これ	を	する	のは	かんたん	です。
kore	o	suru	nowa	kantan	desu.
これ	を	する	のは	難しい	です。
これ	を	する	のは	むずかしい	です。
kore	o	suru	nowa	muzukashii	desu.
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23	 どうして	木	に	登ったん	ですか。
どうして	き	に	のぼったん	ですか。
doushite	ki	ni	nobottan	desuka.
りんご	を	食べるの	が	好きなん	です。
りんご	を	たべるの	が	すきなん	です。
ringo	o	taberuno	ga	sukinan	desu.
どうして	ボール	を	とらなかったん	ですか。
どうして	ボール	を	とらなかったん	ですか。
doushite	booru	o	toranakattan	desuka.
ぼく	は	背	が	低すぎるん	です。
ぼく	は	せ	が	ひくすぎるん	です。
boku	wa	se	ga	hikusugirun	desu.

24	 どうして	本	を	読まなかったん	ですか。
どうして	ほん	を	よまなかったん	ですか。
doushite	hon	o	yomanakattan	desuka.
とても	難しい	本	なんです。
とても	むずかしい	ほん	なんです。
totemo	muzukashii	hon	nandesu.
どうして	敬子	さん	は	パーティー	に	行かなかっ
たん	ですか。
どうして	けいこ	さん	は	パーティー	に	いかなか
ったん	ですか。
doushite	keiko	san	wa	paatii	ni	ikanakattan	
desuka.
彼女	は	ニューヨーク	に	行って	いたん	です。
かのじょ	は	ニューヨーク	に	いって	いたん		
です。
kanojo	wa	nyuuyooku	ni	itte	itan	desu.

25	 いつか、	私	たち	は	彼ら	の	よう	に	スキー	を	した
いです。
いつか、	わたし	たち	は	かれら	の	よう	に	スキー	
を	したいです。
itsuka,	watashi	tachi	wa	karera	no	you	ni	sukii	o	
shitaidesu.
いつか、	私	は	彼女	の	よう	に	踊りたいです。
いつか、	わたし	は	かのじょ	の	よう	に	おどりた
いです。
itsuka,	watashi	wa	kanojo	no	you	ni	
odoritaidesu.

いつか、	ぼく	は	お父さん	の	よう	に	ギター	を	演
奏したいです。
いつか、	ぼく	は	おとうさん	の	よう	に	ギター	を	
えんそうしたいです。
itsuka,	boku	wa	otousan	no	you	ni	gitaa	o	
ensoushitaidesu.
いつか、	ぼく	は	彼	の	よう	に	サッカー	を	したい
です。
いつか、	ぼく	は	かれ	の	よう	に	サッカー	を	した
いです。
itsuka,	boku	wa	kare	no	you	ni	sakkaa	o	
shitaidesu.

26	 彼ら	の	よう	に	踊る	のは	難しい	です。
かれら	の	よう	に	おどる	のは	むずかしい	です。
karera	no	you	ni	odoru	nowa	muzukashii	desu.
彼	の	よう	に	運転する	のは	難しい	です。
かれ	の	よう	に	うんてんする	のは	むずかしい	
です。
kare	no	you	ni	untensuru	nowa	muzukashii	
desu.
彼	の	よう	に	ジャンプする	のは	難しい	です。
かれ	の	よう	に	ジャンプする	のは	むずかしい	
です。
kare	no	you	ni	janpusuru	nowa	muzukashii	
desu.

27	 この	ケーキ	は	車	の	よう	に	見えます。
この	ケーキ	は	くるま	の	よう	に	みえます。
kono	keeki	wa	kuruma	no	you	ni	miemasu.
この	ナプキン	は	花	の	よう	に	見えます。
この	ナプキン	は	はな	の	よう	に	みえます。
kono	napukin	wa	hana	no	you	ni	miemasu.
これ	は	顔	の	よう	に	見えます。
これ	は	かお	の	よう	に	みえます。
kore	wa	kao	no	you	ni	miemasu.
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28	 男の子	は	お父さん	に	似て	います。
おとこのこ	は	おとうさん	に	にて	います。
otokonoko	wa	otousan	ni	nite	imasu.
この	女	の	人たち	は	似て	います。
この	おんな	の	ひとたち	は	にて	います。
kono	onna	no	hitotachi	wa	nite	imasu.
この	男	の	人たち	は	似て	います。
この	おとこ	の	ひとたち	は	にて	います。
kono	otoko	no	hitotachi	wa	nite	imasu.
この	女の子たち	は	似て	いません。
この	おんなのこたち	は	にて	いません。
kono	onnanokotachi	wa	nite	imasen.

29	 女の子たち	は	似て	います。
おんなのこたち	は	にて	います。
onnanokotachi	wa	nite	imasu.
この	箱	は	テレビ	の	よう	に	見えます。
この	はこ	は	テレビ	の	よう	に	みえます。
kono	hako	wa	terebi	no	you	ni	miemasu.
この	Tシャツ	は	スーツ	の	よう	に	見えます。
この	Tシャツ	は	スーツ	の	よう	に	みえます。
kono	Tshatsu	wa	suutsu	no	you	ni	miemasu.
男の子たち	は	似て	います。
おとこのこたち	は	にて	います。
otokonokotachi	wa	nite	imasu.

30	 赤い	ドレス	は	いかが	ですか。
あかい	ドレス	は	いかが	ですか。
akai	doresu	wa	ikaga	desuka.
いいえ、	青い	の	が	いい	です。
いいえ、	あおい	の	が	いい	です。
iie,	aoi	no	ga	ii	desu.
茶色	の	帽子	は	いかが	ですか。
ちゃいろ	の	ぼうし	は	いかが	ですか。
chairo	no	boushi	wa	ikaga	desuka.
いいえ、	黒い	の	が	いい	です。
いいえ、	くろい	の	が	いい	です。
iie,	kuroi	no	ga	ii	desu.

どうして	この	白い	シャツ	を	買わなかったん	で
すか。
どうして	この	しろい	シャツ	を	かわなかったん	
ですか。
doushite	kono	shiroi	shatsu	o	kawanakattan	
desuka.
この	灰色	の	シャツ	の	方	が	好きなん	です。
この	はいいろ	の	シャツ	の	ほう	が	すきなん		
です。
kono	haiiro	no	shatsu	no	hou	ga	sukinan	desu.

31	 パスポート	を	持って	いますか。
パスポート	を	もって	いますか。
pasupooto	o	motte	imasuka.
はい、	持って	います。
はい、	もって	います。
hai,	motte	imasu.
サラダ	は	いかが	ですか。
サラダ	は	いかが	ですか。
sarada	wa	ikaga	desuka.
結構	です。	もう	食べて	います。
けっこう	です。	もう	たべて	います。
kekkou	desu.	mou	tabete	imasu.

32	 りんご	は	いかが	ですか。
りんご	は	いかが	ですか。
ringo	wa	ikaga	desuka.
結構	です。	もう	食べて	います。
けっこう	です。	もう	たべて	います。
kekkou	desu.	mou	tabete	imasu.
自転車	の	レンタル	は	いかが	ですか。
じてんしゃ	の	レンタル	は	いかが	ですか。
jitensha	no	rentaru	wa	ikaga	desuka.
結構	です。	もう	持って	います。
けっこう	です。	もう	もって	います。
kekkou	desu.	mou	motte	imasu.

33	 あの	男の子	は	息子さん	ですか。	テーブル	に	上
って	いますね。
あの	おとこのこ	は	むすこさん	ですか。	テーブ
ル	に	のぼって	いますね。
ano	otokonoko	wa	musukosan	desuka.	
teeburu	ni	nobotte	imasune.
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いいえ、	あれ	は	私	の	息子	では	ありません。
いいえ、	あれ	は	わたし	の	むすこ	では	ありま
せん。
iie,	are	wa	watashi	no	musuko	dewa	arimasen.
あの	男の子	は	息子さん	に	似て	いますね。
あの	おとこのこ	は	むすこさん	に	にて	いま	
すね。
ano	otokonoko	wa	musukosan	ni	nite	imasune.
息子	は	プール	の	中	に	います。
むすこ	は	プール	の	なか	に	います。
musuko	wa	puuru	no	naka	ni	imasu.

34	 この	コンピュータ	は	使えますか。
この	コンピュータ	は	つかえますか。
kono	konpyuuta	wa	tsukaemasuka.
いいえ、	使えません。	こわれて	います。
いいえ、	つかえません。	こわれて	います。
iie,	tsukaemasen.	kowarete	imasu.
どうして	昨日	修理しなかったん	ですか。
どうして	きのう	しゅうりしなかったん	で	
すか。
doushite	kinou	shuurishinakattan	desuka.
自転車	を	修理して	いたん	です。
じてんしゃ	を	しゅうりして	いたん	です。
jitensha	o	shuurishite	itan	desu.
この	自転車	は	動きますか。
この	じてんしゃ	は	うごきますか。
kono	jitensha	wa	ugokimasuka.
はい、	動きます。
はい、	うごきます。
hai,	ugokimasu.

1.2 コア	レッスン

01	 レンジ
レンジ
renji
レンジ
レンジ
renji
レンジ
レンジ
renji
食器洗浄器
しょっきせんじょうき
shokkisenjouki
食器洗浄器
しょっきせんじょうき
shokkisenjouki
冷蔵庫
れいぞうこ
reizouko

02	 とり肉	は	レンジ	の	上	に	あります。
とりにく	は	レンジ	の	うえ	に	あります。
toriniku	wa	renji	no	ue	ni	arimasu.
オレンジジュース	は	冷蔵庫	の	中	に	あります。
オレンジジュース	は	れいぞうこ	の	なか	に	あり
ます。
orenjijuusu	wa	reizouko	no	naka	ni	arimasu.
コップ	は	食器洗浄器	の	中	に	あります。
コップ	は	しょっきせんじょうき	の	なか	に	あり
ます。
koppu	wa	shokkisenjouki	no	naka	ni	arimasu.

03	 カップ	は	食器	です。
カップ	は	しょっき	です。
kappu	wa	shokki	desu.
ボウル	は	食器	です。
ボウル	は	しょっき	です。
bouru	wa	shokki	desu.
お皿	は	食器	です。
おさら	は	しょっき	です。
osara	wa	shokki	desu.
コップ	は	食器	です。
コップ	は	しょっき	です。
koppu	wa	shokki	desu.
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1.2 次のページへ

04	 お水	を	一杯	いかが	ですか。
おみず	を	いっぱい	いかが	ですか。
omizu	o	ippai	ikaga	desuka.
結構	です。	もう	飲んで	います。
けっこう	です。	もう	のんで	います。
kekkou	desu.	mou	nonde	imasu.
牛乳	を	一杯	いかが	ですか。
ぎゅうにゅう	を	いっぱい	いかが	ですか。
gyuunyuu	o	ippai	ikaga	desuka.
結構	です。	もう	飲んで	います。
けっこう	です。	もう	のんで	います。
kekkou	desu.	mou	nonde	imasu.

05	 オレンジジュース	は	カウンター	の	上	に	あり	
ます。
オレンジジュース	は	カウンター	の	うえ	に	あり
ます。
orenjijuusu	wa	kauntaa	no	ue	ni	arimasu.
冷蔵庫	は	カウンター	の	横	に	あります。
れいぞうこ	は	カウンター	の	よこ	に	あります。
reizouko	wa	kauntaa	no	yoko	ni	arimasu.
食器洗浄器	は	カウンター	の	下	に	あります。
しょっきせんじょうき	は	カウンター	の	した	に	
あります。
shokkisenjouki	wa	kauntaa	no	shita	ni	arimasu.

06	 流し	の	中	の	食器	は	汚れて	います。
ながし	の	なか	の	しょっき	は	よごれて	います。
nagashi	no	naka	no	shokki	wa	yogorete	imasu.
食器洗浄器	の	中	の	食器	は	きれい	です。
しょっきせんじょうき	の	なか	の	しょっき	は	き
れい	です。
shokkisenjouki	no	naka	no	shokki	wa	kirei	
desu.
カウンター	の	上	の	お皿	と	コップ	は	汚れて	い
ます。
カウンター	の	うえ	の	おさら	と	コップ	は	よごれ
て	います。
kauntaa	no	ue	no	osara	to	koppu	wa	yogorete	
imasu.

07	 コップ	は	牛乳	で	いっぱい	です。
コップ	は	ぎゅうにゅう	で	いっぱい	です。
koppu	wa	gyuunyuu	de	ippai	desu.
流し	は	食器	で	いっぱい	です。
ながし	は	しょっき	で	いっぱい	です。
nagashi	wa	shokki	de	ippai	desu.
食器洗浄器	は	空	です。
しょっきせんじょうき	は	から	です。
shokkisenjouki	wa	kara	desu.
冷蔵庫	は	空	です。
れいぞうこ	は	から	です。
reizouko	wa	kara	desu.

08	 ごみ箱	は	くさい	です。
ごみばこ	は	くさい	です。
gomibako	wa	kusai	desu.
きれいな	シーツ	は	いい	匂い	です。
きれいな	シーツ	は	いい	におい	です。
kireina	shiitsu	wa	ii	nioi	desu.
ごみ箱	は	いっぱい	です。
ごみばこ	は	いっぱい	です。
gomibako	wa	ippai	desu.
ボウル	は	空	です。
ボウル	は	から	です。
bouru	wa	kara	desu.

09	 この	コップ	は	いっぱい	です。
この	コップ	は	いっぱい	です。
kono	koppu	wa	ippai	desu.
この	コップ	は	空	です。
この	コップ	は	から	です。
kono	koppu	wa	kara	desu.
この	ごみ箱	は	いっぱい	です。
この	ごみばこ	は	いっぱい	です。
kono	gomibako	wa	ippai	desu.
この	ごみ箱	は	空	です。
この	ごみばこ	は	から	です。
kono	gomibako	wa	kara	desu.
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10	 天井	に	窓	が	あります。
てんじょう	に	まど	が	あります。
tenjou	ni	mado	ga	arimasu.
天井	は	白い	です。
てんじょう	は	しろい	です。
tenjou	wa	shiroi	desu.
床	は	木	で	出来て	います。
ゆか	は	き	で	できて	います。
yuka	wa	ki	de	dekite	imasu.
ごみ箱	は	床	の	上	に	あります。
ごみばこ	は	ゆか	の	うえ	に	あります。
gomibako	wa	yuka	no	ue	ni	arimasu.
男	の	人	は	床	を	修理して	います。
おとこ	の	ひと	は	ゆか	を	しゅうりして	います。
otoko	no	hito	wa	yuka	o	shuurishite	imasu.
彼ら	は	天井	を	修理して	います。
かれら	は	てんじょう	を	しゅうりして	います。
karera	wa	tenjou	o	shuurishite	imasu.

11	 床	を	掃いて	ください。
ゆか	を	はいて	ください。
yuka	o	haite	kudasai.
彼	は	台所	を	掃いて	います。
かれ	は	だいどころ	を	はいて	います。
kare	wa	daidokoro	o	haite	imasu.
彼女	は	スーパー	の	前	を	掃いて	います。
かのじょ	は	スーパー	の	まえ	を	はいて	います。
kanojo	wa	suupaa	no	mae	o	haite	imasu.
私	は	階段	を	掃いて	います。
わたし	は	かいだん	を	はいて	います。
watashi	wa	kaidan	o	haite	imasu.

12	 彼女	は	床	を	掃く	ところ	です。
かのじょ	は	ゆか	を	はく	ところ	です。
kanojo	wa	yuka	o	haku	tokoro	desu.
私たち	は	床	を	掃いて	います。
わたしたち	は	ゆか	を	はいて	います。
watashitachi	wa	yuka	o	haite	imasu.
私	は	床	を	掃きました。
わたし	は	ゆか	を	はきました。
watashi	wa	yuka	o	hakimashita.

13	 私	は	ごみ	を	出して	います。
わたし	は	ごみ	を	だして	います。
watashi	wa	gomi	o	dashite	imasu.
ごみ	を	出して	ください。
ごみ	を	だして	ください。
gomi	o	dashite	kudasai.
彼女	は	ごみ	を	出して	います。
かのじょ	は	ごみ	を	だして	います。
kanojo	wa	gomi	o	dashite	imasu.

14	 彼	は	食器	を	洗う	ところ	です。
かれ	は	しょっき	を	あらう	ところ	です。
kare	wa	shokki	o	arau	tokoro	desu.
女の子	は	食器	を	洗って	います。
おんなのこ	は	しょっき	を	あらって	います。
onnanoko	wa	shokki	o	aratte	imasu.
ぼく	は	食器	を	洗いました。
ぼく	は	しょっき	を	あらいました。
boku	wa	shokki	o	araimashita.

15	 自分	の	食器	を	洗って	ください。
じぶん	の	しょっき	を	あらって	ください。
jibun	no	shokki	o	aratte	kudasai.
顔	を	洗って	ください。
かお	を	あらって	ください。
kao	o	aratte	kudasai.
自分	の	服	を	洗って	ください。
じぶん	の	ふく	を	あらって	ください。
jibun	no	fuku	o	aratte	kudasai.

16	 階段	を	掃いて	ください。
かいだん	を	はいて	ください。
kaidan	o	haite	kudasai.
ごみ	を	出して	ください。
ごみ	を	だして	ください。
gomi	o	dashite	kudasai.
椅子	を	修理して	ください。
いす	を	しゅうりして	ください。
isu	o	shuurishite	kudasai.
服	を	洗って	ください。
ふく	を	あらって	ください。
fuku	o	aratte	kudasai.
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17	 男	の	人	は	じゅうたん	を	売って	います。
おとこ	の	ひと	は	じゅうたん	を	うって	います。
otoko	no	hito	wa	juutan	o	utte	imasu.
ソファー	は	外	に	あります。
ソファー	は	そと	に	あります。
sofaa	wa	soto	ni	arimasu.
赤い	じゅうたん	は	床	の	上	に	あります。
あかい	じゅうたん	は	ゆか	の	うえ	に	あります。
akai	juutan	wa	yuka	no	ue	ni	arimasu.
ソファー	に	三人	います。
ソファー	に	さんにん	います。
sofaa	ni	sannin	imasu.

18	 猫	は	ソファー	の	上	に	います。	女	の	人	は	ソファ
ー	の	横	に	います。
ねこ	は	ソファー	の	うえ	に	います。	おんな	の	ひ
と	は	ソファー	の	よこ	に	います。
neko	wa	sofaa	no	ue	ni	imasu.	onna	no	hito	wa	
sofaa	no	yoko	ni	imasu.
赤ちゃん	は	床	の	上	に	座って	います。	お母さん	
は	ソファー	に	座って	います。
あかちゃん	は	ゆか	の	うえ	に	すわって	います。	
おかあさん	は	ソファー	に	すわって	います。
akachan	wa	yuka	no	ue	ni	suwatte	imasu.	
okaasan	wa	sofaa	ni	suwatte	imasu.
女	の	人	は	ソファー	に	座って	います。	男	の	人	は	
ソファー	の	後ろ	に	います。
おんな	の	ひと	は	ソファー	に	すわって	います。	
おとこ	の	ひと	は	ソファー	の	うしろ	に	い	
ます。
onna	no	hito	wa	sofaa	ni	suwatte	imasu.	otoko	
no	hito	wa	sofaa	no	ushiro	ni	imasu.

19	 私	は	天井	に	掃除機	を	かけて	います。
わたし	は	てんじょう	に	そうじき	を	かけて	い
ます。
watashi	wa	tenjou	ni	soujiki	o	kakete	imasu.
私	は	じゅうたん	に	掃除機	を	かけて	います。
わたし	は	じゅうたん	に	そうじき	を	かけて	い
ます。
watashi	wa	juutan	ni	soujiki	o	kakete	imasu.
階段	に	掃除機	を	かけて	ください。
かいだん	に	そうじき	を	かけて	ください。
kaidan	ni	soujiki	o	kakete	kudasai.

彼	は	ソファー	に	掃除機	を	かけて	います。
かれ	は	ソファー	に	そうじき	を	かけて	います。
kare	wa	sofaa	ni	soujiki	o	kakete	imasu.

20	 何	に	掃除機	を	かけて	いますか。
なに	に	そうじき	を	かけて	いますか。
nani	ni	soujiki	o	kakete	imasuka.
ソファー	の	下	に	掃除機	を	かけて	います。
ソファー	の	した	に	そうじき	を	かけて	います。
sofaa	no	shita	ni	soujiki	o	kakete	imasu.
何	に	掃除機	を	かけて	いますか。
なに	に	そうじき	を	かけて	いますか。
nani	ni	soujiki	o	kakete	imasuka.
私	は	じゅうたん	の	下	に	掃除機	を	かけて	い	
ます。
わたし	は	じゅうたん	の	した	に	そうじき	を	かけ
て	います。
watashi	wa	juutan	no	shita	ni	soujiki	o	kakete	
imasu.

21	 女	の	人	は	車	を	片付けて	います。
おんな	の	ひと	は	くるま	を	かたづけて	います。
onna	no	hito	wa	kuruma	o	katazukete	imasu.
私	は	居間	を	片付けて	います。
わたし	は	いま	を	かたづけて	います。
watashi	wa	ima	o	katazukete	imasu.
生徒	は	図書館	を	片付けて	います。
せいと	は	としょかん	を	かたづけて	います。
seito	wa	toshokan	o	katazukete	imasu.
私たち	は	自分	の	寝室	を	片付けました。
わたしたち	は	じぶん	の	しんしつ	を	かたづけま
した。
watashitachi	wa	jibun	no	shinshitsu	o	
katazukemashita.

22	 台所	を	片付けて	ください。
だいどころ	を	かたづけて	ください。
daidokoro	o	katazukete	kudasai.
私	は	台所	を	片付けて	います。
わたし	は	だいどころ	を	かたづけて	います。
watashi	wa	daidokoro	o	katazukete	imasu.
自分	の	寝室	を	片付けて	ください。
じぶん	の	しんしつ	を	かたづけて	ください。
jibun	no	shinshitsu	o	katazukete	kudasai.
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ぼく	は	自分	の	寝室	を	片付けて	います。
ぼく	は	じぶん	の	しんしつ	を	かたづけて	い	
ます。
boku	wa	jibun	no	shinshitsu	o	katazukete	imasu.

23	 浴槽	は	水	で	いっぱい	です。
よくそう	は	みず	で	いっぱい	です。
yokusou	wa	mizu	de	ippai	desu.
浴槽	は	空	です。
よくそう	は	から	です。
yokusou	wa	kara	desu.
洗面台	は	トイレ	の	横	に	あります。
せんめんだい	は	トイレ	の	よこ	に	あります。
senmendai	wa	toire	no	yoko	ni	arimasu.
シャワー	は	緑	です。
シャワー	は	みどり	です。
shawaa	wa	midori	desu.

24	 猫	は	洗面台	に	います。
ねこ	は	せんめんだい	に	います。
neko	wa	senmendai	ni	imasu.
男の子	は	シャワー	を	浴びて	います。
おとこのこ	は	シャワー	を	あびて	います。
otokonoko	wa	shawaa	o	abite	imasu.
私	は	洗面台	を	掃除して	います。
わたし	は	せんめんだい	を	そうじして	います。
watashi	wa	senmendai	o	soujishite	imasu.
私	は	シャワー	を	掃除して	います。
わたし	は	シャワー	を	そうじして	います。
watashi	wa	shawaa	o	soujishite	imasu.

25	 私	は	お風呂	に	入る	ところ	です。
わたし	は	おふろ	に	はいる	ところ	です。
watashi	wa	ofuro	ni	hairu	tokoro	desu.
兄弟	は	お風呂	に	入って	います。
きょうだい	は	おふろ	に	はいって	います。
kyoudai	wa	ofuro	ni	haitte	imasu.
男の子	は	お風呂	に	入りました。
おとこのこ	は	おふろ	に	はいりました。
otokonoko	wa	ofuro	ni	hairimashita.

26	 女の子	は	シャワー	を	浴びる	ところ	です。
おんなのこ	は	シャワー	を	あびる	ところ	です。
onnanoko	wa	shawaa	o	abiru	tokoro	desu.

彼	は	外	で	シャワー	を	浴びて	います。
かれ	は	そと	で	シャワー	を	あびて	います。
kare	wa	soto	de	shawaa	o	abite	imasu.
私	は	シャワー	を	浴びました。
わたし	は	シャワー	を	あびました。
watashi	wa	shawaa	o	abimashita.

27	 女	の	人	は	お風呂	に	入って	います。
おんな	の	ひと	は	おふろ	に	はいって	います。
onna	no	hito	wa	ofuro	ni	haitte	imasu.
女	の	人	は	シャワー	を	浴びて	います。
おんな	の	ひと	は	シャワー	を	あびて	います。
onna	no	hito	wa	shawaa	o	abite	imasu.
私	は	お風呂	に	入る	ところ	です。
わたし	は	おふろ	に	はいる	ところ	です。
watashi	wa	ofuro	ni	hairu	tokoro	desu.
私	は	シャワー	を	浴びる	ところ	です。
わたし	は	シャワー	を	あびる	ところ	です。
watashi	wa	shawaa	o	abiru	tokoro	desu.

28	 女	の	人	は	床	を	掃除して	います。
おんな	の	ひと	は	ゆか	を	そうじして	います。
onna	no	hito	wa	yuka	o	soujishite	imasu.
男	の	人	は	トイレ	を	掃除して	います。
おとこ	の	ひと	は	トイレ	を	そうじして	います。
otoko	no	hito	wa	toire	o	soujishite	imasu.
洗面台	を	掃除して	ください。
せんめんだい	を	そうじして	ください。
senmendai	o	soujishite	kudasai.
私	は	窓	を	掃除して	います。
わたし	は	まど	を	そうじして	います。
watashi	wa	mado	o	soujishite	imasu.

29	 彼ら	は	浴槽	を	掃除して	います。
かれら	は	よくそう	を	そうじして	います。
karera	wa	yokusou	o	soujishite	imasu.
私	は	カウンター	を	掃除して	います。
わたし	は	カウンター	を	そうじして	います。
watashi	wa	kauntaa	o	soujishite	imasu.
男の子	は	床	を	掃除して	います。
おとこのこ	は	ゆか	を	そうじして	います。
otokonoko	wa	yuka	o	soujishite	imasu.
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30	 私	は	ごみ	を	出しました。
わたし	は	ごみ	を	だしました。
watashi	wa	gomi	o	dashimashita.
これから	床	を	掃除しなければ	いけません。
これから	ゆか	を	そうじしなければ	いけま	
せん。
korekara	yuka	o	soujishinakereba	ikemasen.
私	は	食器	を	洗いました。
わたし	は	しょっき	を	あらいました。
watashi	wa	shokki	o	araimashita.
これから	床	を	掃かなければ	いけません。
これから	ゆか	を	はかなければ	いけません。
korekara	yuka	o	hakanakereba	ikemasen.

31	 今日	は	何	を	しなければ	いけませんか。
きょう	は	なに	を	しなければ	いけませんか。
kyou	wa	nani	o	shinakereba	ikemasenka.
私たち	は	バスルーム	を	掃除しなければ	いけま
せん。
わたしたち	は	バスルーム	を	そうじしなければ	
いけません。
watashitachi	wa	basuruumu	o	soujishinakereba	
ikemasen.
私	は	洗面台	を	掃除	します。
わたし	は	せんめんだい	を	そうじ	します。
watashi	wa	senmendai	o	souji	shimasu.
私	は	浴槽	を	掃除	します。
わたし	は	よくそう	を	そうじ	します。
watashi	wa	yokusou	o	souji	shimasu.
トイレ	を	掃除して	くれませんか。
トイレ	を	そうじして	くれませんか。
toire	o	soujishite	kuremasenka.
はい、	あなた	が	床	を	掃いた	後	に	私	は	トイレ	を	
掃除	します。
はい、	あなた	が	ゆか	を	はいた	あと	に	わたし	は	
トイレ	を	そうじ	します。
hai,	anata	ga	yuka	o	haita	ato	ni	watashi	wa	
toire	o	souji	shimasu.

32	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
公園	に	行く	ところ	です。
こうえん	に	いく	ところ	です。
kouen	ni	iku	tokoro	desu.
自分	の	寝室	を	片付けましたか。
じぶん	の	しんしつ	を	かたづけましたか。
jibun	no	shinshitsu	o	katazukemashitaka.
はい、	片付けました。
はい、	かたづけました。
hai,	katazukemashita.
床	に	掃除機	を	かけましたか。
ゆか	に	そうじき	を	かけましたか。
yuka	ni	soujiki	o	kakemashitaka.
いいえ、	帰って	きて	から	掃除機	を	かける	つも
り	です。
いいえ、	かえって	きて	から	そうじき	を	かける	
つもり	です。
iie,	kaette	kite	kara	soujiki	o	kakeru	tsumori	
desu.



13

1.3 コア	レッスン

01	 この	男	の	人	は	強い	です。
この	おとこ	の	ひと	は	つよい	です。
kono	otoko	no	hito	wa	tsuyoi	desu.
この	男	の	人	は	もっと	強い	です。
この	おとこ	の	ひと	は	もっと	つよい	です。
kono	otoko	no	hito	wa	motto	tsuyoi	desu.
この	女	の	人	は	強い	です。
この	おんな	の	ひと	は	つよい	です。
kono	onna	no	hito	wa	tsuyoi	desu.
この	女	の	人	は	もっと	強い	です。
この	おんな	の	ひと	は	もっと	つよい	です。
kono	onna	no	hito	wa	motto	tsuyoi	desu.

02	 彼	は	強い	です。
かれ	は	つよい	です。
kare	wa	tsuyoi	desu.
彼	は	強くない	です。
かれ	は	つよくない	です。
kare	wa	tsuyokunai	desu.
彼女	は	強い	です。
かのじょ	は	つよい	です。
kanojo	wa	tsuyoi	desu.
彼女	は	強くない	です。
かのじょ	は	つよくない	です。
kanojo	wa	tsuyokunai	desu.

03	 どちら	が	強い	ですか。
どちら	が	つよい	ですか。
dochira	ga	tsuyoi	desuka.
女	の	人	の	方	が	男	の	人	より	強い	です。
おんな	の	ひと	の	ほう	が	おとこ	の	ひと	より	つよ
い	です。
onna	no	hito	no	hou	ga	otoko	no	hito	yori	
tsuyoi	desu.
どちら	が	強い	ですか。
どちら	が	つよい	ですか。
dochira	ga	tsuyoi	desuka.
男	の	人	の	方	が	女	の	人	より	強い	です。
おとこ	の	ひと	の	ほう	が	おんな	の	ひと	より	つよ
い	です。
otoko	no	hito	no	hou	ga	onna	no	hito	yori	
tsuyoi	desu.

04	 男の子	は	運動して	います。
おとこのこ	は	うんどうして	います。
otokonoko	wa	undoushite	imasu.
男	の	人	は	運動して	いません。	新聞	を	読んで	い
ます。
おとこ	の	ひと	は	うんどうして	いません。	しん
ぶん	を	よんで	います。
otoko	no	hito	wa	undoushite	imasen.	shinbun	
o	yonde	imasu.
女の子たち	は	運動して	いません。	話して	い
ます。
おんなのこたち	は	うんどうして	いません。	は
なして	います。
onnanokotachi	wa	undoushite	imasen.	
hanashite	imasu.
女	の	人	は	運動して	います。
おんな	の	ひと	は	うんどうして	います。
onna	no	hito	wa	undoushite	imasu.

05	 彼	は	運動する	ので	強い	です。
かれ	は	うんどうする	ので	つよい	です。
kare	wa	undousuru	node	tsuyoi	desu.
私	は	月曜日	と	水曜日	と	木曜日	に	運動	します。
わたし	は	げつようび	と	すいようび	と	もくよう
び	に	うんどう	します。
watashi	wa	getsuyoubi	to	suiyoubi	to	
mokuyoubi	ni	undou	shimasu.
私たち	は	海岸	で	運動	します。
わたしたち	は	かいがん	で	うんどう	します。
watashitachi	wa	kaigan	de	undou	shimasu.

06	 彼ら	は	サッカー	を	練習して	います。
かれら	は	サッカー	を	れんしゅうして	います。
karera	wa	sakkaa	o	renshuushite	imasu.
男	の	人	は	会社	で	ゴルフ	を	練習して	います。
おとこ	の	ひと	は	かいしゃ	で	ゴルフ	を	れんしゅ
うして	います。
otoko	no	hito	wa	kaisha	de	gorufu	o	
renshuushite	imasu.
私	は	テニス	を	練習して	います。
わたし	は	テニス	を	れんしゅうして	います。
watashi	wa	tenisu	o	renshuushite	imasu.
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07	 男	の	人たち	は	青い	ユニフォーム	を	着て	い	
ます。
おとこ	の	ひとたち	は	あおい	ユニフォーム	を	き
て	います。
otoko	no	hitotachi	wa	aoi	yunifoomu	o	kite	
imasu.
男の子たち	は	赤い	ユニフォーム	を	着て	い	
ます。
おとこのこたち	は	あかい	ユニフォーム	を	きて	
います。
otokonokotachi	wa	akai	yunifoomu	o	kite	
imasu.
女の子たち	は	黄色	の	ユニフォーム	を	着て	い
ます。
おんなのこたち	は	きいろ	の	ユニフォーム	を	き
て	います。
onnanokotachi	wa	kiiro	no	yunifoomu	o	kite	
imasu.

08	 ブラジル	の	チーム	は	黄色	の	ユニフォーム	を	着
て	います。
ブラジル	の	チーム	は	きいろ	の	ユニフォーム	を	
きて	います。
burajiru	no	chiimu	wa	kiiro	no	yunifoomu	o	
kite	imasu.
フランス	の	チーム	は	青い	ユニフォーム	を	着て	
います。
フランス	の	チーム	は	あおい	ユニフォーム	を	き
て	います。
furansu	no	chiimu	wa	aoi	yunifoomu	o	kite	
imasu.
この	チーム	には	男の子	が	六人	います。
この	チーム	には	おとこのこ	が	ろくにん	い	
ます。
kono	chiimu	niwa	otokonoko	ga	rokunin	
imasu.
この	チーム	には	女の子	が	十一人	います。
この	チーム	には	おんなのこ	が	じゅういちにん	
います。
kono	chiimu	niwa	onnanoko	ga	juuichinin	
imasu.

09	 サッカー	チーム	は	練習して	います。
サッカー	チーム	は	れんしゅうして	います。
sakkaa	chiimu	wa	renshuushite	imasu.
テニス	チーム	は	練習して	います。
テニス	チーム	は	れんしゅうして	います。
tenisu	chiimu	wa	renshuushite	imasu.
彼女	は	ゴルフ	チーム	の	写真	を	とって	います。
かのじょ	は	ゴルフ	チーム	の	しゃしん	を	とって	
います。
kanojo	wa	gorufu	chiimu	no	shashin	o	totte	
imasu.

10	 どの	チーム	に	入って	いますか。
どの	チーム	に	はいって	いますか。
dono	chiimu	ni	haitte	imasuka.
サッカー	チーム	に	入って	います。
サッカー	チーム	に	はいって	います。
sakkaa	chiimu	ni	haitte	imasu.
どうして	今日	練習して	いるん	ですか。
どうして	きょう	れんしゅうして	いるん	で	
すか。
doushite	kyou	renshuushite	irun	desuka.
ぼく	の	サッカー	チーム	は	明日	試合	が	あるん	
です。
ぼく	の	サッカー	チーム	は	あした	しあい	が	ある
ん	です。
boku	no	sakkaa	chiimu	wa	ashita	shiai	ga	arun	
desu.

11	 女の子	は	ピアノ	を	練習して	います。
おんなのこ	は	ピアノ	を	れんしゅうして	い	
ます。
onnanoko	wa	piano	o	renshuushite	imasu.
男の子	は	自分	の	部屋	で	バイオリン	を	練習して	
います。
おとこのこ	は	じぶん	の	へや	で	バイオリン	を	れ
んしゅうして	います。
otokonoko	wa	jibun	no	heya	de	baiorin	o	
renshuushite	imasu.
女	の	人	は	居間	で	ギター	を	練習して	います。
おんな	の	ひと	は	いま	で	ギター	を	れんしゅうし
て	います。
onna	no	hito	wa	ima	de	gitaa	o	renshuushite	
imasu.
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男	の	人	は	劇場	で	バイオリン	を	練習して	い	
ます。
おとこ	の	ひと	は	げきじょう	で	バイオリン	を	れ
んしゅうして	います。
otoko	no	hito	wa	gekijou	de	baiorin	o	
renshuushite	imasu.

12	 私	は	屋内	で	バイオリン	を	練習して	います。
わたし	は	おくない	で	バイオリン	を	れんしゅう
して	います。
watashi	wa	okunai	de	baiorin	o	renshuushite	
imasu.
私	は	外	で	ギター	を	練習して	います。
わたし	は	そと	で	ギター	を	れんしゅうして	い
ます。
watashi	wa	soto	de	gitaa	o	renshuushite	imasu.
私	は	屋内	で	サッカー	を	練習して	います。
わたし	は	おくない	で	サッカー	を	れんしゅうし
て	います。
watashi	wa	okunai	de	sakkaa	o	renshuushite	
imasu.
私	は	外	で	サッカー	を	練習して	います。
わたし	は	そと	で	サッカー	を	れんしゅうして	い
ます。
watashi	wa	soto	de	sakkaa	o	renshuushite	imasu.

13	 この	バス	に	乗った	ほう	が	いい	ですよ。	もっと	
速い	です。
この	バス	に	のった	ほう	が	いい	ですよ。	もっと	
はやい	です。
kono	basu	ni	notta	hou	ga	ii	desuyo.	motto	
hayai	desu.
これ	を	飲んだ	ほう	が	いい	です	よ。	外	は	寒い	
です。
これ	を	のんだ	ほう	が	いい	です	よ。	そと	は	さむ
い	です。
kore	o	nonda	hou	ga	ii	desu	yo.	soto	wa	samui	
desu.
これ	を	聞いた	ほう	が	いい	ですよ。	おすすめ	
です。
これ	を	きいた	ほう	が	いい	ですよ。	おすすめ	
です。
kore	o	kiita	hou	ga	ii	desuyo.	osusume	desu.

14	 私	は	チョコレート	が	食べたいです	が、	食べな
い	ほう	が	いい	です。
わたし	は	チョコレート	が	たべたいです	が、	た
べない	ほう	が	いい	です。
watashi	wa	chokoreeto	ga	tabetaidesu	ga,	
tabenai	hou	ga	ii	desu.
私	は	テレビ	が	見たいです	が、	運動した	ほう	が	
いい	です。
わたし	は	テレビ	が	みたいです	が、	うんどうし
た	ほう	が	いい	です。
watashi	wa	terebi	ga	mitaidesu	ga,	undoushita	
hou	ga	ii	desu.
私	は	踊りたいです	が、	床	を	掃いた	ほう	が	いい	
です。
わたし	は	おどりたいです	が、	ゆか	を	はいた	ほ
う	が	いい	です。
watashi	wa	odoritaidesu	ga,	yuka	o	haita	hou	
ga	ii	desu.
私	は	家	に	早く	帰りたいです	が、	帰らない	ほう	
が	いい	です。
わたし	は	いえ	に	はやく	かえりたいです	が、	か
えらない	ほう	が	いい	です。
watashi	wa	ie	ni	hayaku	kaeritaidesu	ga,	
kaeranai	hou	ga	ii	desu.

15	 彼女	は	自分	の	寝室	を	片付けた	ほう	が	いい		
です。
かのじょ	は	じぶん	の	しんしつ	を	かたづけた	ほ
う	が	いい	です。
kanojo	wa	jibun	no	shinshitsu	o	katazuketa	hou	
ga	ii	desu.
私たち	は	犬	を	洗った	ほう	が	いい	です。
わたしたち	は	いぬ	を	あらった	ほう	が	いい		
です。
watashitachi	wa	inu	o	aratta	hou	ga	ii	desu.
これ	を	買わない	ほう	が	いい	ですよ。	高すぎ
ます。
これ	を	かわない	ほう	が	いい	ですよ。	たかすぎ
ます。
kore	o	kawanai	hou	ga	ii	desuyo.	takasugimasu.
それ	を	着ない	ほう	が	いい	ですよ。	サイズ	が	合
って	いません。
それ	を	きない	ほう	が	いい	ですよ。	サイズ	が	あ
って	いません。
sore	o	kinai	hou	ga	ii	desuyo.	saizu	ga	atte	imasen.
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16	 黒い	スーツ	と	灰色	の	スーツ	の	どちら	を	着た	ほ
う	が	いい	ですか。
くろい	スーツ	と	はいいろ	の	スーツ	の	どちら	を	
きた	ほう	が	いい	ですか。
kuroi	suutsu	to	haiiro	no	suutsu	no	dochira	o	
kita	hou	ga	ii	desuka.
灰色	の	スーツ	を	着た	ほう	が	いい	ですよ。
はいいろ	の	スーツ	を	きた	ほう	が	いい	ですよ。
haiiro	no	suutsu	o	kita	hou	ga	ii	desuyo.
青い	ワンピース	と	黒い	ワンピース	の	どちら	を	
着た	ほう	が	いい	ですか。
あおい	ワンピース	と	くろい	ワンピース	の	どち
ら	を	きた	ほう	が	いい	ですか。
aoi	wanpiisu	to	kuroi	wanpiisu	no	dochira	o	
kita	hou	ga	ii	desuka.
青い	ワンピース	を	着た	ほう	が	いい	ですよ。
あおい	ワンピース	を	きた	ほう	が	いい	ですよ。
aoi	wanpiisu	o	kita	hou	ga	ii	desuyo.

17	 練習した	ほう	が	いい	ですか。
れんしゅうした	ほう	が	いい	ですか。
renshuushita	hou	ga	ii	desuka.
はい、	練習した	ほう	が	いい	ですよ。
はい、	れんしゅうした	ほう	が	いい	ですよ。
hai,	renshuushita	hou	ga	ii	desuyo.
床	の	上	に	バイオリン	を	置いた	ほう	が	いい	で
すか。
ゆか	の	うえ	に	バイオリン	を	おいた	ほう	が	いい	
ですか。
yuka	no	ue	ni	baiorin	o	oita	hou	ga	ii	desuka.
いいえ、	床	の	上	に	バイオリン	を	置かない	ほう	
が	いい	ですよ。
いいえ、	ゆか	の	うえ	に	バイオリン	を	おかない	
ほう	が	いい	ですよ。
iie,	yuka	no	ue	ni	baiorin	o	okanai	hou	ga	ii	
desuyo.

18	 誰か	が	ドア	の	ところ	に	います。
だれか	が	ドア	の	ところ	に	います。
dareka	ga	doa	no	tokoro	ni	imasu.

誰か	が	会社	に	います。
だれか	が	かいしゃ	に	います。
dareka	ga	kaisha	ni	imasu.
誰か	が	シャワー	を	浴びて	います。
だれか	が	シャワー	を	あびて	います。
dareka	ga	shawaa	o	abite	imasu.

19	 誰か	が	ギター	を	練習して	います。
だれか	が	ギター	を	れんしゅうして	います。
dareka	ga	gitaa	o	renshuushite	imasu.
誰か	が	運動して	います。
だれか	が	うんどうして	います。
dareka	ga	undoushite	imasu.
誰か	が	食器	を	洗って	います。
だれか	が	しょっき	を	あらって	います。
dareka	ga	shokki	o	aratte	imasu.
誰か	が	車	の	中	に	います。
だれか	が	くるま	の	なか	に	います。
dareka	ga	kuruma	no	naka	ni	imasu.

20	 誰か	が	何か	を	買って	います。
だれか	が	なにか	を	かって	います。
dareka	ga	nanika	o	katte	imasu.
誰か	が	写真	を	とって	います。
だれか	が	しゃしん	を	とって	います。
dareka	ga	shashin	o	totte	imasu.
誰か	が	何か	を	作って	います。
だれか	が	なにか	を	つくって	います。
dareka	ga	nanika	o	tsukutte	imasu.

21	 私たち	は	サッカー	を	する	のに、	もっと	いい	場
所	を	見つける	必要	が	あります。
わたしたち	は	サッカー	を	する	のに、	もっと	い
い	ばしょ	を	みつける	ひつよう	が	あります。
watashitachi	wa	sakkaa	o	suru	noni,	motto	ii	
basho	o	mitsukeru	hitsuyou	ga	arimasu.
私たち	は	楽器	を	練習	する	のに、	もっと	いい	場
所	を	見つける	必要	が	あります。
わたしたち	は	がっき	を	れんしゅう	する	のに、	
もっと	いい	ばしょ	を	みつける	ひつよう	が	あ
ります。
watashitachi	wa	gakki	o	renshuu	suru	noni,	
motto	ii	basho	o	mitsukeru	hitsuyou	ga	
arimasu.
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彼	は	食べる	場所	を	探して	います。
かれ	は	たべる	ばしょ	を	さがして	います。
kare	wa	taberu	basho	o	sagashite	imasu.
彼ら	は	キャンプ	を	する	場所	を	探して	います。
かれら	は	キャンプ	を	する	ばしょ	を	さがして	い
ます。
karera	wa	kyanpu	o	suru	basho	o	sagashite	
imasu.

22	 ここ	は	泳ぐ	のに	いい	場所	です。
ここ	は	およぐ	のに	いい	ばしょ	です。
koko	wa	oyogu	noni	ii	basho	desu.
ここ	は	サッカー	を	練習	する	のに	いい	場所		
です。
ここ	は	サッカー	を	れんしゅう	する	のに	いい	ば
しょ	です。
koko	wa	sakkaa	o	renshuu	suru	noni	ii	basho	
desu.
ここ	は	運動する	のに	悪い	場所	です。
ここ	は	うんどうする	のに	わるい	ばしょ	です。
koko	wa	undousuru	noni	warui	basho	desu.
ここ	は	スキー	を	する	のに	いい	場所	です。
ここ	は	スキー	を	する	のに	いい	ばしょ	です。
koko	wa	sukii	o	suru	noni	ii	basho	desu.

23	 彼ら	は	勉強する	場所	を	探して	います。
かれら	は	べんきょうする	ばしょ	を	さがして	い
ます。
karera	wa	benkyousuru	basho	o	sagashite	
imasu.
彼ら	は	勉強する	場所	を	見つけました。
かれら	は	べんきょうする	ばしょ	を	みつけま
した。
karera	wa	benkyousuru	basho	o	
mitsukemashita.
私たち	は	運動する	場所	を	探して	います。
わたしたち	は	うんどうする	ばしょ	を	さがして	
います。
watashitachi	wa	undousuru	basho	o	sagashite	
imasu.

私たち	は	運動する	場所	を	見つけました。
わたしたち	は	うんどうする	ばしょ	を	みつけま
した。
watashitachi	wa	undousuru	basho	o	
mitsukemashita.

24	 誰か	が	私	に	手紙	を	くれました。
だれか	が	わたし	に	てがみ	を	くれました。
dareka	ga	watashi	ni	tegami	o	kuremashita.
彼	は	何か	食べ物	を	探して	います。
かれ	は	なにか	たべもの	を	さがして	います。
kare	wa	nanika	tabemono	o	sagashite	imasu.
いつか	私	は	有名な	歌手	に	なる	つもり	です。
いつか	わたし	は	ゆうめいな	かしゅ	に	なる	つも
り	です。
itsuka	watashi	wa	yuumeina	kashu	ni	naru	
tsumori	desu.

25	 私	は	時々	人	の	写真	を	とります。
わたし	は	ときどき	ひと	の	しゃしん	を	とり	
ます。
watashi	wa	tokidoki	hito	no	shashin	o	torimasu.
私	は	時々	動物	の	写真	を	とります。
わたし	は	ときどき	どうぶつ	の	しゃしん	を	とり
ます。
watashi	wa	tokidoki	doubutsu	no	shashin	o	
torimasu.
私	は	時々	花	の	写真	を	とります。
わたし	は	ときどき	はな	の	しゃしん	を	とり	
ます。
watashi	wa	tokidoki	hana	no	shashin	o	
torimasu.

26	 私たち	は	時々	スカート	を	はいて	学校	に	行き	
ます。
わたしたち	は	ときどき	スカート	を	はいて	がっ
こう	に	いきます。
watashitachi	wa	tokidoki	sukaato	o	haite	
gakkou	ni	ikimasu.
私たち	は	いつも	スカート	を	はいて	学校	に	行き
ます。
わたしたち	は	いつも	スカート	を	はいて	がっこ
う	に	いきます。
watashitachi	wa	itsumo	sukaato	o	haite	gakkou	
ni	ikimasu.
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朝、	私	は	時々	コーヒー	を	飲みます。
あさ、	わたし	は	ときどき	コーヒー	を	のみ	
ます。
asa,	watashi	wa	tokidoki	koohii	o	nomimasu.
朝、	私	は	いつも	コーヒー	を	飲みます。
あさ、	わたし	は	いつも	コーヒー	を	のみます。
asa,	watashi	wa	itsumo	koohii	o	nomimasu.

27	 ライム	は	いつも	すっぱい	です。
ライム	は	いつも	すっぱい	です。
raimu	wa	itsumo	suppai	desu.
チョコレート	は	全然	すっぱく	ありません。
チョコレート	は	ぜんぜん	すっぱく	ありま	
せん。
chokoreeto	wa	zenzen	suppaku	arimasen.
砂糖	は	いつも	甘い	です。
さとう	は	いつも	あまい	です。
satou	wa	itsumo	amai	desu.
こしょう	は	全然	甘く	ありません。
こしょう	は	ぜんぜん	あまく	ありません。
koshou	wa	zenzen	amaku	arimasen.

28	 私	は	いつも	仕事	に	行く	前	に、	シャワー	を	浴び
ます。
わたし	は	いつも	しごと	に	いく	まえ	に、	シャワ
ー	を	あびます。
watashi	wa	itsumo	shigoto	ni	iku	mae	ni,	
shawaa	o	abimasu.
彼	は	時々	にんじん	を	食べます。
かれ	は	ときどき	にんじん	を	たべます。
kare	wa	tokidoki	ninjin	o	tabemasu.
彼	は	時々	のど	が	かわいて	います。
かれ	は	ときどき	のど	が	かわいて	います。
kare	wa	tokidoki	nodo	ga	kawaite	imasu.
誰か	が	いつも	ここ	に	立って	います。
だれか	が	いつも	ここ	に	たって	います。
dareka	ga	itsumo	koko	ni	tatte	imasu.
私たち	は	夏	に	全然	スキー	に	行きません。
わたしたち	は	なつ	に	ぜんぜん	スキー	に	いきま
せん。
watashitachi	wa	natsu	ni	zenzen	sukii	ni	
ikimasen.

私	は	時々	早く	仕事	から	帰ります。
わたし	は	ときどき	はやく	しごと	から	かえり
ます。
watashi	wa	tokidoki	hayaku	shigoto	kara	
kaerimasu.

29	 どこ	で	練習	しますか。
どこ	で	れんしゅう	しますか。
doko	de	renshuu	shimasuka.
時々	ここ	で	練習	します。	また、	時々	学校	で	練
習	します。
ときどき	ここ	で	れんしゅう	します。	また、	と
きどき	がっこう	で	れんしゅう	します。
tokidoki	koko	de	renshuu	shimasu.	mata,	
tokidoki	gakkou	de	renshuu	shimasu.
いつ	ここ	で	練習	しますか。
いつ	ここ	で	れんしゅう	しますか。
itsu	koko	de	renshuu	shimasuka.
秋	に	ここ	で	練習	します。
あき	に	ここ	で	れんしゅう	します。
aki	ni	koko	de	renshuu	shimasu.
いつ	学校	で	練習	しますか。
いつ	がっこう	で	れんしゅう	しますか。
itsu	gakkou	de	renshuu	shimasuka.
冬	です。
ふゆ	です。
fuyu	desu.
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1.4 コア	レッスン

01	 目
め
me
耳
みみ
mimi
鼻
はな
hana
口
くち
kuchi

02	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	男の子	の	足	です。
これ	は	おとこのこ	の	あし	です。
kore	wa	otokonoko	no	ashi	desu.
これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	女の子	の	腕	です。
これ	は	おんなのこ	の	うで	です。
kore	wa	onnanoko	no	ude	desu.

03	 腕
うで
ude
足
あし
ashi
目
め
me
耳
みみ
mimi
鼻
はな
hana

口
くち
kuchi

04	 これ	は	ぼく	の	足	です。
これ	は	ぼく	の	あし	です。
kore	wa	boku	no	ashi	desu.
これ	は	ぼく	の	腕	です。
これ	は	ぼく	の	うで	です。
kore	wa	boku	no	ude	desu.
これ	は	ぼく	の	目	です。
これ	は	ぼく	の	め	です。
kore	wa	boku	no	me	desu.
これ	は	ぼく	の	耳	です。
これ	は	ぼく	の	みみ	です。
kore	wa	boku	no	mimi	desu.
これ	は	ぼく	の	鼻	です。
これ	は	ぼく	の	はな	です。
kore	wa	boku	no	hana	desu.
これ	は	私	の	口	です。
これ	は	わたし	の	くち	です。
kore	wa	watashi	no	kuchi	desu.

05	 彼女	は	腕	を	怪我しました。
かのじょ	は	うで	を	けがしました。
kanojo	wa	ude	o	kegashimashita.
私	は	鼻	を	怪我しました。
わたし	は	はな	を	けがしました。
watashi	wa	hana	o	kegashimashita.
彼	は	目	を	怪我しました。
かれ	は	め	を	けがしました。
kare	wa	me	o	kegashimashita.
私	は	足	を	怪我しました。
わたし	は	あし	を	けがしました。
watashi	wa	ashi	o	kegashimashita.

06	 男の子	は	ひざ	を	怪我しました。
おとこのこ	は	ひざ	を	けがしました。
otokonoko	wa	hiza	o	kegashimashita.
私	は	ひじ	を	怪我しました。
わたし	は	ひじ	を	けがしました。
watashi	wa	hiji	o	kegashimashita.
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男	の	人	は	ひざ	の	上	に	手	を	置いて	います。
おとこ	の	ひと	は	ひざ	の	うえ	に	て	を	おいて	い
ます。
otoko	no	hito	wa	hiza	no	ue	ni	te	o	oite	imasu.
女	の	人	は	テーブル	の	上	に	ひじ	を	置いて	い	
ます。
おんな	の	ひと	は	テーブル	の	うえ	に	ひじ	を	おい
て	います。
onna	no	hito	wa	teeburu	no	ue	ni	hiji	o	oite	
imasu.

07	 ぼく	は	ひざ	に	ばんそうこう	が	必要	です。
ぼく	は	ひざ	に	ばんそうこう	が	ひつよう	です。
boku	wa	hiza	ni	bansoukou	ga	hitsuyou	desu.
彼	は	指	に	ばんそうこう	が	あります。
かれ	は	ゆび	に	ばんそうこう	が	あります。
kare	wa	yubi	ni	bansoukou	ga	arimasu.
彼女	は	腕	に	ばんそうこう	が	あります。
かのじょ	は	うで	に	ばんそうこう	が	あります。
kanojo	wa	ude	ni	bansoukou	ga	arimasu.

08	 ぼく	は	ひじ	に	ばんそうこう	を	して	います。
ぼく	は	ひじ	に	ばんそうこう	を	して	います。
boku	wa	hiji	ni	bansoukou	o	shite	imasu.
彼ら	は	ひざ	に	ばんそうこう	を	して	います。
かれら	は	ひざ	に	ばんそうこう	を	して	います。
karera	wa	hiza	ni	bansoukou	o	shite	imasu.
彼	は	足	に	ばんそうこう	を	して	います。
かれ	は	あし	に	ばんそうこう	を	して	います。
kare	wa	ashi	ni	bansoukou	o	shite	imasu.
彼女	は	ひざ	に	ばんそうこう	を	して	います。
かのじょ	は	ひざ	に	ばんそうこう	を	して	い	
ます。
kanojo	wa	hiza	ni	bansoukou	o	shite	imasu.

09	 彼	は	スキー	を	して	います。
かれ	は	スキー	を	して	います。
kare	wa	sukii	o	shite	imasu.
彼	は	転んで	います。
かれ	は	ころんで	います。
kare	wa	koronde	imasu.
彼女	は	自転車	に	乗って	います。
かのじょ	は	じてんしゃ	に	のって	います。
kanojo	wa	jitensha	ni	notte	imasu.

彼女	は	転んで	います。
かのじょ	は	ころんで	います。
kanojo	wa	koronde	imasu.
彼	は	馬	に	乗って	います。
かれ	は	うま	に	のって	います。
kare	wa	uma	ni	notte	imasu.
彼	は	転んで	います。
かれ	は	ころんで	います。
kare	wa	koronde	imasu.

10	 男	の	人	は	自転車	から	落ちて	います。
おとこ	の	ひと	は	じてんしゃ	から	おちて	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	jitensha	kara	ochite	imasu.
男	の	人	は	自転車	から	落ちました。
おとこ	の	ひと	は	じてんしゃ	から	おちました。
otoko	no	hito	wa	jitensha	kara	ochimashita.
女の子	は	柵	から	落ちて	います。
おんなのこ	は	さく	から	おちて	います。
onnanoko	wa	saku	kara	ochite	imasu.
女の子	は	柵	から	落ちました。
おんなのこ	は	さく	から	おちました。
onnanoko	wa	saku	kara	ochimashita.

11	 ぼく	は	自転車	から	落ちました。	ばんそうこう	
を	持って	いますか。
ぼく	は	じてんしゃ	から	おちました。	ばんそう
こう	を	もって	いますか。
boku	wa	jitensha	kara	ochimashita.	bansoukou	
o	motte	imasuka.
私	は	ひじ	を	怪我しました。	ばんそうこう	を	持
って	いますか。
わたし	は	ひじ	を	けがしました。	ばんそうこう	
を	もって	いますか。
watashi	wa	hiji	o	kegashimashita.	bansoukou	o	
motte	imasuka.
私	は	のど	が	かわいて	います。	水	を	持って	いま
すか。
わたし	は	のど	が	かわいて	います。	みず	を	もっ
て	いますか。
watashi	wa	nodo	ga	kawaite	imasu.	mizu	o	
motte	imasuka.
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私	は	病気	です。	薬	を	持って	いますか。
わたし	は	びょうき	です。	くすり	を	もって	いま
すか。
watashi	wa	byouki	desu.	kusuri	o	motte	
imasuka.

12	 どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
雨	が	降って	いる	時	に、	外	に	行ったん	です。
あめ	が	ふって	いる	とき	に、	そと	に	いったん	
です。
ame	ga	futte	iru	toki	ni,	soto	ni	ittan	desu.
どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
木	に	登って	いる	時	に、	落ちたん	です。
き	に	のぼって	いる	とき	に、	おちたん	です。
ki	ni	nobotte	iru	toki	ni,	ochitan	desu.

13	 どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
転んで、	腕	を	怪我したん	です。
ころんで、	うで	を	けがしたん	です。
koronde,	ude	o	kegashitan	desu.
どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
彼ら	は	スキー	を	して	いる	時	に	転んで、	足	を	怪
我したん	です。
かれら	は	スキー	を	して	いる	とき	に	ころんで、	
あし	を	けがしたん	です。
karera	wa	sukii	o	shite	iru	toki	ni	koronde,	ashi	
o	kegashitan	desu.

14	 どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
お母さん	が	セーター	を	洗ったん	です。
おかあさん	が	セーター	を	あらったん	です。
okaasan	ga	seetaa	o	arattan	desu.
どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.

昨日	の	夜、	三	時間	踊ったん	です。
きのう	の	よる、	さん	じかん	おどったん	です。
kinou	no	yoru,	san	jikan	odottan	desu.
どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
海岸	に	行った	時	に、	とても	よく	晴れて	いたん	
です。
かいがん	に	いった	とき	に、	とても	よく	はれて	
いたん	です。
kaigan	ni	itta	toki	ni,	totemo	yoku	harete	itan	
desu.

15	 どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
馬	から	落ちたん	です。
うま	から	おちたん	です。
uma	kara	ochitan	desu.
どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
柵	から	飛び降りたん	です。
さく	から	とびおりたん	です。
saku	kara	tobioritan	desu.

16	 どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
自転車	から	落ちたん	です。
じてんしゃ	から	おちたん	です。
jitensha	kara	ochitan	desu.
ひざ	を	怪我しましたか。
ひざ	を	けがしましたか。
hiza	o	kegashimashitaka.
いいえ、	ひじ	を	怪我しました。
いいえ、	ひじ	を	けがしました。
iie,	hiji	o	kegashimashita.
ばんそうこう	は？
ばんそうこう	は？
bansoukou	wa？
ください。
ください。
kudasai.
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17	 頭
あたま
atama
頭
あたま
atama
頭
あたま
atama
お腹
おなか
onaka
お腹
おなか
onaka
腕
うで
ude

18	 男の子	は	頭	が	痛い	です。
おとこのこ	は	あたま	が	いたい	です。
otokonoko	wa	atama	ga	itai	desu.
女の子	は	お腹	が	痛い	です。
おんなのこ	は	おなか	が	いたい	です。
onnanoko	wa	onaka	ga	itai	desu.
私	は	耳	が	痛い	です。
わたし	は	みみ	が	いたい	です。
watashi	wa	mimi	ga	itai	desu.
彼	は	鼻	が	痛い	です。
かれ	は	はな	が	いたい	です。
kare	wa	hana	ga	itai	desu.

19	 私	は	頭	が	痛い	です。
わたし	は	あたま	が	いたい	です。
watashi	wa	atama	ga	itai	desu.
私	の	息子	は	お腹	が	痛い	です。
わたし	の	むすこ	は	おなか	が	いたい	です。
watashi	no	musuko	wa	onaka	ga	itai	desu.
女	の	人	は	腕	が	痛い	です。
おんな	の	ひと	は	うで	が	いたい	です。
onna	no	hito	wa	ude	ga	itai	desu.

私	は	目	が	痛い	です。
わたし	は	め	が	いたい	です。
watashi	wa	me	ga	itai	desu.
女	の	人	は	鼻	が	痛い	です。
おんな	の	ひと	は	はな	が	いたい	です。
onna	no	hito	wa	hana	ga	itai	desu.
彼	は	口	が	痛い	です。
かれ	は	くち	が	いたい	です。
kare	wa	kuchi	ga	itai	desu.

20	 どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
ぼく	は	耳	が	痛いん	です。
ぼく	は	みみ	が	いたいん	です。
boku	wa	mimi	ga	itain	desu.
どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
私	は	病気なん	です。
わたし	は	びょうきなん	です。
watashi	wa	byoukinan	desu.

21	 どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
頭	が	痛いん	です。
あたま	が	いたいん	です。
atama	ga	itain	desu.
どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
目	に	何か	が	入りました。
め	に	なにか	が	はいりました。
me	ni	nanika	ga	hairimashita.

22	 外	の	気温	は	何度	ですか。
そと	の	きおん	は	なんど	ですか。
soto	no	kion	wa	nando	desuka.
二度	です。	コート	を	着た	ほう	が	いい	ですよ。
にど	です。	コート	を	きた	ほう	が	いい	ですよ。
nido	desu.	kooto	o	kita	hou	ga	ii	desuyo.
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外	の	気温	は	何度	ですか。
そと	の	きおん	は	なんど	ですか。
soto	no	kion	wa	nando	desuka.
三十度	です。	海	に	行きませんか。
さんじゅうど	です。	うみ	に	いきませんか。
sanjuudo	desu.	umi	ni	ikimasenka.

23	 赤ちゃん	の	熱	は	何度	ですか。
あかちゃん	の	ねつ	は	なんど	ですか。
akachan	no	netsu	wa	nando	desuka.
三十七度	です。
さんじゅうななど	です。
sanjuunanado	desu.
私	の	熱	は	何度	ですか。
わたし	の	ねつ	は	なんど	ですか。
watashi	no	netsu	wa	nando	desuka.
三十八度	です。
さんじゅうはちど	です。
sanjuuhachido	desu.

24	 どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
彼	は	熱	が	三十九度	あるん	です。
かれ	は	ねつ	が	さんじゅうきゅうど	あるん		
です。
kare	wa	netsu	ga	sanjuukyuudo	arun	desu.
医者	に	電話	します。
いしゃ	に	でんわ	します。
isha	ni	denwa	shimasu.
医者	の	電話番号	は	冷蔵庫	の	ドア	に	あります。
いしゃ	の	でんわばんごう	は	れいぞうこ	の	ドア	
に	あります。
isha	no	denwabangou	wa	reizouko	no	doa	ni	
arimasu.

25	 彼女	は	水	で	薬	を	飲んで	います。
かのじょ	は	みず	で	くすり	を	のんで	います。
kanojo	wa	mizu	de	kusuri	o	nonde	imasu.
夕ご飯	の	後	に	薬	を	飲まなければ	いけませ	
んよ。
ゆうごはん	の	あと	に	くすり	を	のまなければ	い
けませんよ。
yuugohan	no	ato	ni	kusuri	o	nomanakereba	
ikemasenyo.

牛乳	で	この	薬	を	飲んで。
ぎゅうにゅう	で	この	くすり	を	のんで。
gyuunyuu	de	kono	kusuri	o	nonde.

26	 彼	は	一日	に	一回	朝ご飯	を	食べます。
かれ	は	いちにち	に	いっかい	あさごはん	を	たべ
ます。
kare	wa	ichinichi	ni	ikkai	asagohan	o	tabemasu.
パリ	行き	の	電車	は	一日	に	二回	出発	します。
パリ	いき	の	でんしゃ	は	いちにち	に	にかい	しゅ
っぱつ	します。
pari	iki	no	densha	wa	ichinichi	ni	nikai	
shuppatsu	shimasu.
一日	に	二回	この	薬	を	飲んで。
いちにち	に	にかい	この	くすり	を	のんで。
ichinichi	ni	nikai	kono	kusuri	o	nonde.
私	は	一日	に	一回	コーヒー	を	飲みます。
わたし	は	いちにち	に	いっかい	コーヒー	を	のみ
ます。
watashi	wa	ichinichi	ni	ikkai	koohii	o	
nomimasu.

27	 一日	に	二回	歯	を	みがいた	ほう	が	いい	ですよ。
いちにち	に	にかい	は	を	みがいた	ほう	が	いい	で
すよ。
ichinichi	ni	nikai	wa	o	migaita	hou	ga	ii	desuyo.
バルセロナ	行き	の	飛行機	は	一日	に	一回	出発	し
ます。
バルセロナ	いき	の	ひこうき	は	いちにち	に	いっ
かい	しゅっぱつ	します。
baruserona	iki	no	hikouki	wa	ichinichi	ni	ikkai	
shuppatsu	shimasu.
一日	に	四回	この	薬	を	飲んで。
いちにち	に	よんかい	この	くすり	を	のんで。
ichinichi	ni	yonkai	kono	kusuri	o	nonde.
町	の	中心部	行き	の	バス	は	一日	に	六回	出発	し
ます。
まち	の	ちゅうしんぶ	いき	の	バス	は	いちにち	に	
ろっかい	しゅっぱつ	します。
machi	no	chuushinbu	iki	no	basu	wa	ichinichi	
ni	rokkai	shuppatsu	shimasu.
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28	 テニス	を	しますか。
テニス	を	しますか。
tenisu	o	shimasuka.
はい。	一週間	に	三回	します。
はい。	いっしゅうかん	に	さんかい	します。
hai.	isshuukan	ni	sankai	shimasu.
薬	を	飲んで	いますか。
くすり	を	のんで	いますか。
kusuri	o	nonde	imasuka.
はい、	一日	に	一回	これ	を	飲みます。
はい、	いちにち	に	いっかい	これ	を	のみます。
hai,	ichinichi	ni	ikkai	kore	o	nomimasu.

29	 どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
お腹	が	痛いん	です。
おなか	が	いたいん	です。
onaka	ga	itain	desu.
熱	は	三十八度	です。
ねっ	は	さんじゅうはちど	です。
netsu	wa	sanjuuhachido	desu.
一週間	に	三回	この	薬	を	飲んで	ください。
いっしゅうかん	に	さんかい	この	くすり	を	のん
で	ください。
isshuukan	ni	sankai	kono	kusuri	o	nonde	
kudasai.

30	 気	を	つけて。	床	が	ぬれて	います。
き	を	つけて。	ゆか	が	ぬれて	います。
ki	o	tsukete.	yuka	ga	nurete	imasu.
気	を	つけて。	車	が	来ます。
き	を	つけて。	くるま	が	きます。
ki	o	tsukete.	kuruma	ga	kimasu.
気	を	つけて。	とても	高い	木	ですよ。
き	を	つけて。	とても	たかい	き	ですよ。
ki	o	tsukete.	totemo	takai	ki	desuyo.

31	 自転車	に	乗る	時	には	気	をつけて	ください。
じてんしゃ	に	のる	とき	には	き	をつけて	くだ
さい。
jitensha	ni	noru	toki	niwa	ki	wotsukete	kudasai.
車	を	修理して	いる	時	には	気	を	つけて	くだ	
さい。
くるま	を	しゅうりして	いる	とき	には	き	を	つけ
て	ください。
kuruma	o	shuurishite	iru	toki	niwa	ki	o	tsukete	
kudasai.
雪	の	中	で	運転する	時	には	気	を	つけて	くだ	
さい。
ゆき	の	なか	で	うんてんする	とき	には	き	を	つけ
て	ください。
yuki	no	naka	de	untensuru	toki	niwa	ki	o	
tsukete	kudasai.
赤ちゃん	と	遊ぶ	時	には	気	を	つけて	ください。
あかちゃん	と	あそぶ	とき	には	き	を	つけて	くだ
さい。
akachan	to	asobu	toki	niwa	ki	o	tsukete	
kudasai.

32	 明日、	スキー	に	行きますか。
あした、	スキー	に	いきますか。
ashita,	sukii	ni	ikimasuka.
はい。	明日	の	朝	行く	つもり	です。
はい。	あした	の	あさ	いく	つもり	です。
hai.	ashita	no	asa	iku	tsumori	desu.
気	を	つけて	くださいね。
き	を	つけて	くださいね。
ki	o	tsukete	kudasaine.

33	 失礼	します。
しつれい	します。
shitsurei	shimasu.
失礼	します。
しつれい	します。
shitsurei	shimasu.
失礼	します。
しつれい	します。
shitsurei	shimasu.
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34	 ジョン	さん、	おはよう	ございます。
ジョン	さん、	おはよう	ございます。
jon	san,	ohayou	gozaimasu.
ストーン	先生、	おはようございます。
ストーン	せんせい、	おはようございます。
sutoon	sensei,	ohayougozaimasu.
どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
頭	が	痛いん	です。
あたま	が	いたいん	です。
atama	ga	itain	desu.

35	 どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
はしご	から	落ちたん	です。
はしご	から	おちたん	です。
hashigo	kara	ochitan	desu.
一日	に	二回	これ	を	飲んで。
いちにち	に	にかい	これ	を	のんで。
ichinichi	ni	nikai	kore	o	nonde.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
はしご	に	上る	時	には	気	を	つけて。
はしご	に	のぼる	とき	には	き	を	つけて。
hashigo	ni	noboru	toki	niwa	ki	o	tsukete.
失礼	します。
しつれい	します。
shitsurei	shimasu.

1.5 マイルストーン

01	 はしご	を	持って	きて	くれませんか。
はしご	を	もって	きて	くれませんか。
hashigo	o	motte	kite	kuremasenka.
はい、	持って	いきます。
はい、	もって	いきます。
hai,	motte	ikimasu.

02	 こわれて	いますか。
こわれて	いますか。
kowarete	imasuka.
はい。	こわれて	います。
はい。	こわれて	います。
hai.	kowarete	imasu.

03	 手伝いましょうか。
てつだいましょうか。
tetsudaimashouka.
結構	です。	手伝い	は	いりません。
けっこう	です。	てつだい	は	いりません。
kekkou	desu.	tetsudai	wa	irimasen.

04	 どうか	しましたか。
どうか	しましたか。
douka	shimashitaka.
ひざ	が	痛いん	です。
ひざ	が	いたいん	です。
hiza	ga	itain	desu.

05	 どう	したん	ですか。
どう	したん	ですか。
dou	shitan	desuka.
落ちたん	です。
おちたん	です。
ochitan	desu.

06	 ばんそうこう	が	いりますか。
ばんそうこう	が	いりますか。
bansoukou	ga	irimasuka.
いいえ、	結構	です。	いりません。
いいえ、	けっこう	です。	いりません。
iie,	kekkou	desu.	irimasen.
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07	 りんご	は	いかが	ですか。
りんご	は	いかが	ですか。
ringo	wa	ikaga	desuka.
いいえ、	結構	です。	もう	あります。
いいえ、	けっこう	です。	もう	あります。
iie,	kekkou	desu.	mou	arimasu.

08	 誰	が	ここ	に	住みますか。
だれ	が	ここ	に	すみますか。
dare	ga	koko	ni	sumimasuka.
ロンドン	から	の	家族	です。	その	家族	には	子供	
が	二人	います。
ロンドン	から	の	かぞく	です。	その	かぞく	には	
こども	が	ふたり	います。
rondon	kara	no	kazoku	desu.	sono	kazoku	
niwa	kodomo	ga	futari	imasu.

09	 あなたたち	は	同じ	サッカー	チーム	に	入って	い
ますか。
あなたたち	は	おなじ	サッカー	チーム	に	はいっ
て	いますか。
anatatachi	wa	onaji	sakkaa	chiimu	ni	haitte	
imasuka.
はい、	私たち	は	同じ	チーム	に	入って	います。
はい、	わたしたち	は	おなじ	チーム	に	はいって	
います。
hai,	watashitachi	wa	onaji	chiimu	ni	haitte	
imasu.

10	 今日	は	練習	しますか。
きょう	は	れんしゅう	しますか。
kyou	wa	renshuu	shimasuka.
いいえ、	今日	は	練習しません。	三時	に	試合	が	
あります。
いいえ、	きょう	は	れんしゅうしません。	さん
じ	に	しあい	が	あります。
iie,	kyou	wa	renshuushimasen.	sanji	ni	shiai	ga	
arimasu.

11	 床	に	掃除機	を	かけた	ほう	が	いい	ですか。
ゆか	に	そうじき	を	かけた	ほう	が	いい	ですか。
yuka	ni	soujiki	o	kaketa	hou	ga	ii	desuka.

はい、	床	に	掃除機	を	かけた	ほう	が	いい	で	
すよ。
はい、	ゆか	に	そうじき	を	かけた	ほう	が	いい	で
すよ。
hai,	yuka	ni	soujiki	o	kaketa	hou	ga	ii	desuyo.

12	 それ	は	使えますか。
それ	は	つかえますか。
sore	wa	tsukaemasuka.
いいえ、	使えません。
いいえ、	つかえません。
iie,	tsukaemasen.

13	 床	を	はいた	ほう	が	いい	ですか。
ゆか	を	はいた	ほう	が	いい	ですか。
yuka	o	haita	hou	ga	ii	desuka.
はい、	床	を	はいた	ほう	が	いい	ですよ。
はい、	ゆか	を	はいた	ほう	が	いい	ですよ。
hai,	yuka	o	haita	hou	ga	ii	desuyo.

14	 彼ら	は	何時	に	来ますか。
かれら	は	なんじ	に	きますか。
karera	wa	nanji	ni	kimasuka.
三時	に	来ます。
さんじ	に	きます。
sanji	ni	kimasu.
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2.1 コア	レッスン

01	 この	男	の	人たち	は	勝ちました。
この	おとこ	の	ひとたち	は	かちました。
kono	otoko	no	hitotachi	wa	kachimashita.
この	女	の	人	は	勝ちました。
この	おんな	の	ひと	は	かちました。
kono	onna	no	hito	wa	kachimashita.
この	女の子	は	勝ちました。
この	おんなのこ	は	かちました。
kono	onnanoko	wa	kachimashita.
この	男の子	は	勝ちました。
この	おとこのこ	は	かちました。
kono	otokonoko	wa	kachimashita.

02	 青い	車	は	負けて	います。
あおい	くるま	は	まけて	います。
aoi	kuruma	wa	makete	imasu.
赤い	車	は	勝って	います。
あかい	くるま	は	かって	います。
akai	kuruma	wa	katte	imasu.
赤	チーム	は	負けて	います。
あか	チーム	は	まけて	います。
aka	chiimu	wa	makete	imasu.
緑	チーム	は	勝って	います。
みどり	チーム	は	かって	います。
midori	chiimu	wa	katte	imasu.
私たち	は	勝ちました。
わたしたち	は	かちました。
watashitachi	wa	kachimashita.
私	は	負けました。
わたし	は	まけました。
watashi	wa	makemashita.

03	 女の子	は	勝ちました。	男の子	は	負けました。
おんなのこ	は	かちました。	おとこのこ	は	まけ
ました。
onnanoko	wa	kachimashita.	otokonoko	wa	
makemashita.
彼ら	は	勝って、	うれしい	です。
かれら	は	かって、	うれしい	です。
karera	wa	katte,	ureshii	desu.
男	の	人	は	負けて、	悲しい	です。
おとこ	の	ひと	は	まけて、	かなしい	です。
otoko	no	hito	wa	makete,	kanashii	desu.

緑	の	男	の	人	は	勝ちました。
みどり	の	おとこ	の	ひと	は	かちました。
midori	no	otoko	no	hito	wa	kachimashita.

04	 誰	も	食べて	いません。
だれ	も	たべて	いません。
dare	mo	tabete	imasen.
皆	走って	います。
みんな	はしって	います。
minna	hashitte	imasu.
皆	話して	います。
みんな	はなして	います。
minna	hanashite	imasu.
誰	も	遊んで	いません。
だれ	も	あそんで	いません。
dare	mo	asonde	imasen.

05	 誰	も	ジャンプして	いません。
だれ	も	ジャンプして	いません。
dare	mo	janpushite	imasen.
皆	ジャンプして	います。
みんな	ジャンプして	います。
minna	janpushite	imasu.
誰	も	座って	いません。
だれ	も	すわって	いません。
dare	mo	suwatte	imasen.
皆	座って	います。
みんな	すわって	います。
minna	suwatte	imasu.

06	 ベッド	の	下	に	は	何	も	ありません。
ベッド	の	した	に	は	なに	も	ありません。
beddo	no	shita	ni	wa	nani	mo	arimasen.
テーブル	の	上	の	もの	は	すべて	青い	です。
テーブル	の	うえ	の	もの	は	すべて	あおい	です。
teeburu	no	ue	no	mono	wa	subete	aoi	desu.
会社	に	は	何	も	ありません。
かいしゃ	に	は	なに	も	ありません。
kaisha	ni	wa	nani	mo	arimasen.
流し	の	中	の	もの	は	すべて	汚れて	います。
ながし	の	なか	の	もの	は	すべて	よごれて	い	
ます。
nagashi	no	naka	no	mono	wa	subete	yogorete	
imasu.
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07	 じゅうたん	の	上	に	は	何	も	ありません。
じゅうたん	の	うえ	に	は	なに	も	ありません。
juutan	no	ue	ni	wa	nani	mo	arimasen.
草	の	上	に	何か	あります。
くさ	の	うえ	に	なにか	あります。
kusa	no	ue	ni	nanika	arimasu.
すべて	床	の	上	に	あります。
すべて	ゆか	の	うえ	に	あります。
subete	yuka	no	ue	ni	arimasu.

08	 この	部屋	に	は	新しい	もの	は	ありません。
この	へや	に	は	あたらしい	もの	は	ありません。
kono	heya	ni	wa	atarashii	mono	wa	arimasen.
この	居間	に	は	オレンジ	の	もの	が	あります。
この	いま	に	は	オレンジ	の	もの	が	あります。
kono	ima	ni	wa	orenji	no	mono	ga	arimasu.
この	家	の	中	の	もの	は	すべて	小さい	です。
この	いえ	の	なか	の	もの	は	すべて	ちいさい		
です。
kono	ie	no	naka	no	mono	wa	subete	chiisai	
desu.

09	 冷蔵庫	の	中	に	は	何	も	ありません。	すべて	カウ
ンター	の	上	に	あります。
れいぞうこ	の	なか	に	は	なに	も	ありません。	す
べて	カウンター	の	うえ	に	あります。
reizouko	no	naka	ni	wa	nani	mo	arimasen.	
subete	kauntaa	no	ue	ni	arimasu.
カウンター	の	上	に	は	何	も	ありません。	すべて	
冷蔵庫	の	中	に	あります。
カウンター	の	うえ	に	は	なに	も	ありません。	す
べて	れいぞうこ	の	なか	に	あります。
kauntaa	no	ue	ni	wa	nani	mo	arimasen.	subete	
reizouko	no	naka	ni	arimasu.
流し	の	中	に	は	何	も	ありません。	すべて	テーブ
ル	の	上	に	あります。
ながし	の	なか	に	は	なに	も	ありません。	すべて	
テーブル	の	うえ	に	あります。
nagashi	no	naka	ni	wa	nani	mo	arimasen.	
subete	teeburu	no	ue	ni	arimasu.

テーブル	の	上	に	は	何	も	ありません。	すべて	流
し	の	中	に	あります。
テーブル	の	うえ	に	は	なに	も	ありません。	すべ
て	ながし	の	なか	に	あります。
teeburu	no	ue	ni	wa	nani	mo	arimasen.	subete	
nagashi	no	naka	ni	arimasu.

10	 皆	に	足りる	だけ	の	ペン	が	あります。
みんな	に	たりる	だけ	の	ペン	が	あります。
minna	ni	tariru	dake	no	pen	ga	arimasu.
皆	に	足りる	だけ	の	椅子	が	ありません。
みんな	に	たりる	だけ	の	いす	が	ありません。
minna	ni	tariru	dake	no	isu	ga	arimasen.
皆	に	足りる	だけ	の	コーヒー	が	ありません。
みんな	に	たりる	だけ	の	コーヒー	が	ありま	
せん。
minna	ni	tariru	dake	no	koohii	ga	arimasen.
皆	に	足りる	だけ	の	デザート	が	あります。
みんな	に	たりる	だけ	の	デザート	が	あります。
minna	ni	tariru	dake	no	dezaato	ga	arimasu.

11	 皆	に	足りる	だけ	の	コップ	が	ありますか。
みんな	に	たりる	だけ	の	コップ	が	ありますか。
minna	ni	tariru	dake	no	koppu	ga	arimasuka.
はい。	あります。
はい。	あります。
hai.	arimasu.
皆	に	足りる	だけ	の	フォーク	が	ありますか。
みんな	に	たりる	だけ	の	フォーク	が	ありま	
すか。
minna	ni	tariru	dake	no	fooku	ga	arimasuka.
いいえ。	フォーク	は	足りません。
いいえ。	フォーク	は	たりません。
iie.	fooku	wa	tarimasen.

12	 この	チーム	は	青い	ユニフォーム	を	着て	い	
ます。
この	チーム	は	あおい	ユニフォーム	を	きて	い
ます。
kono	chiimu	wa	aoi	yunifoomu	o	kite	imasu.
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私	は	青い	ユニフォーム	の	チーム	に	入って	い
ます。
わたし	は	あおい	ユニフォーム	の	チーム	に	はい
って	います。
watashi	wa	aoi	yunifoomu	no	chiimu	ni	haitte	
imasu.
青い	ユニフォーム	の	チーム	は	勝って	います。
あおい	ユニフォーム	の	チーム	は	かって	い	
ます。
aoi	yunifoomu	no	chiimu	wa	katte	imasu.
青い	ユニフォーム	の	チーム	は	負けて	います。
あおい	ユニフォーム	の	チーム	は	まけて	い	
ます。
aoi	yunifoomu	no	chiimu	wa	makete	imasu.

13	 一匹	の	犬	は	赤い	セーター	を	着て	います。
いっぴき	の	いぬ	は	あかい	セーター	を	きて	い
ます。
ippiki	no	inu	wa	akai	seetaa	o	kite	imasu.
彼	は	赤い	セーター	を	着て	いる	犬	と	遊んで	い
ます。
かれ	は	あかい	セーター	を	きて	いる	いぬ	と	あそ
んで	います。
kare	wa	akai	seetaa	o	kite	iru	inu	to	asonde	
imasu.
彼女	は	赤い	セーター	を	着て	いる	犬	と	走って	い
ます。
かのじょ	は	あかい	セーター	を	きて	いる	いぬ	と	
はしって	います。
kanojo	wa	akai	seetaa	o	kite	iru	inu	to	hashitte	
imasu.

14	 男の子	は	勝ちます。
おとこのこ	は	かちます。
otokonoko	wa	kachimasu.
勝った	男の子	は	うれしい	です。
かった	おとこのこ	は	うれしい	です。
katta	otokonoko	wa	ureshii	desu.
女の子	は	転んで	います。
おんなのこ	は	ころんで	います。
onnanoko	wa	koronde	imasu.
転んだ	女の子	は	腕	を	怪我しました。
ころんだ	おんなのこ	は	うで	を	けがしました。
koronda	onnanoko	wa	ude	o	kegashimashita.

男	の	人	は	負けて	います。
おとこ	の	ひと	は	まけて	います。
otoko	no	hito	wa	makete	imasu.
負けた	男	の	人	は	悲しい	です。
まけた	おとこ	の	ひと	は	かなしい	です。
maketa	otoko	no	hito	wa	kanashii	desu.

15	 この	女	の	人	は	美術	を	教えて	います。
この	おんな	の	ひと	は	びじゅつ	を	おしえて	い
ます。
kono	onna	no	hito	wa	bijutsu	o	oshiete	imasu.
美術	を	教えて	いる	女	の	人	は	女の子	に	話して	い
ます。
びじゅつ	を	おしえて	いる	おんな	の	ひと	は	おん
なのこ	に	はなして	います。
bijutsu	o	oshiete	iru	onna	no	hito	wa	
onnanoko	ni	hanashite	imasu.
美術	を	教えて	いる	女	の	人	は	絵	を	買って	い
ます。
びじゅつ	を	おしえて	いる	おんな	の	ひと	は	え	を	
かって	います。
bijutsu	o	oshiete	iru	onna	no	hito	wa	e	o	katte	
imasu.

16	 どちら	の	音楽家	が	お友だち	ですか。
どちら	の	おんがくか	が	おともだち	ですか。
dochira	no	ongakuka	ga	otomodachi	desuka.
ギター	を	演奏して	いる	音楽家	が	私	の	友達		
です。
ギター	を	えんそうして	いる	おんがくか	が	わた
し	の	ともだち	です。
gitaa	o	ensoushite	iru	ongakuka	ga	watashi	no	
tomodachi	desu.
どの	飛行機	に	乗りますか。
どの	ひこうき	に	のりますか。
dono	hikouki	ni	norimasuka.
ぼく	は	五時	三十分	に	出発	する	飛行機	に	乗り
ます。
ぼく	は	ごじ	さんじゅっぷん	に	しゅっぱつ	する	
ひこうき	に	のります。
boku	wa	goji	sanjuppun	ni	shuppatsu	suru	
hikouki	ni	norimasu.
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17	 私	の	食器洗浄器	を	修理	できる	人	が	必要	です。
わたし	の	しょっきせんじょうき	を	しゅうり	で
きる	ひと	が	ひつよう	です。
watashi	no	shokkisenjouki	o	shuuri	dekiru	hito	
ga	hitsuyou	desu.
彼	は	一緒	に	遊ぶ	こと	が	できる	人	が	必要	です。
かれ	は	いっしょ	に	あそぶ	こと	が	できる	ひと	が	
ひつよう	です。
kare	wa	issho	ni	asobu	koto	ga	dekiru	hito	ga	
hitsuyou	desu.
彼ら	は	この	木	に	登る	こと	が	できる	人	が	必要	
です。
かれら	は	この	き	に	のぼる	こと	が	できる	ひと	が	
ひつよう	です。
karera	wa	kono	ki	ni	noboru	koto	ga	dekiru	
hito	ga	hitsuyou	desu.
私たち	は	日本語	を	読む	こと	が	できる	人	が	必要	
です。
わたしたち	は	にほんご	を	よむ	こと	が	できる	ひ
と	が	ひつよう	です。
watashitachi	wa	nihongo	o	yomu	koto	ga	
dekiru	hito	ga	hitsuyou	desu.

18	 私	は	日本語	を	話す	人	が	必要	です。
わたし	は	にほんご	を	はなす	ひと	が	ひつよう	
です。
watashi	wa	nihongo	o	hanasu	hito	ga	hitsuyou	
desu.
私	は	上手	に	歌う	友達	が	たくさん	います。
わたし	は	じょうず	に	うたう	ともだち	が	たくさ
ん	います。
watashi	wa	jouzu	ni	utau	tomodachi	ga	takusan	
imasu.
私	は	上手	に	踊る	人	が	必要	です。
わたし	は	じょうず	に	おどる	ひと	が	ひつよう	
です。
watashi	wa	jouzu	ni	odoru	hito	ga	hitsuyou	
desu.

19	 私たち	は	窓	の	ある	部屋	で	仕事	を	して	います。
わたしたち	は	まど	の	ある	へや	で	しごと	を	して	
います。
watashitachi	wa	mado	no	aru	heya	de	shigoto	
o	shite	imasu.

私たち	は	窓	の	ある	部屋	で	仕事	を	したいです。
わたしたち	は	まど	の	ある	へや	で	しごと	を	した
いです。
watashitachi	wa	mado	no	aru	heya	de	shigoto	
o	shitaidesu.
私	に	は	ピアノ	を	演奏する	お姉さん	が	います。
わたし	に	は	ピアノ	を	えんそうする	おねえさん	
が	います。
watashi	ni	wa	piano	o	ensousuru	oneesan	ga	
imasu.
私	は	ギター	を	演奏する	人	が	必要	です。
わたし	は	ギター	を	えんそうする	ひと	が	ひつよ
う	です。
watashi	wa	gitaa	o	ensousuru	hito	ga	hitsuyou	
desu.

20	 何	か	ご用でしょうか。
なに	か	ごようでしょうか。
nani	ka	goyoudeshouka.
中国語	を	話す	人	を	探して	います。
ちゅうごくご	を	はなす	ひと	を	さがして	い	
ます。
chuugokugo	o	hanasu	hito	o	sagashite	imasu.
何	か	ご用でしょうか。
なに	か	ごようでしょうか。
nani	ka	goyoudeshouka.
彼女	が	仮装	パーティー	に	着て	行く	もの	を	探し
て	います。
かのじょ	が	かそう	パーティー	に	きて	いく	もの	
を	さがして	います。
kanojo	ga	kasou	paatii	ni	kite	iku	mono	o	
sagashite	imasu.

21	 彼	の	名前	を	知って	いますか。
かれ	の	なまえ	を	しって	いますか。
kare	no	namae	o	shitte	imasuka.
はい。	彼	は	ジョン	です。
はい。	かれ	は	ジョン	です。
hai.	kare	wa	jon	desu.
私たち	が	どこ	に	いるのか	わかりますか。
わたしたち	が	どこ	に	いるのか	わかりますか。
watashitachi	ga	doko	ni	irunoka	wakarimasuka.
はい、	ここ	に	います。
はい、	ここ	に	います。
hai,	koko	ni	imasu.
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22	 ぼく	は	いくら	お金	を	持って	いるのか	わかり	
ます。
ぼく	は	いくら	おかね	を	もって	いるのか	わかり
ます。
boku	wa	ikura	okane	o	motte	irunoka	
wakarimasu.
私	は	何個	あるのか	わかりません。
わたし	は	なんこ	あるのか	わかりません。
watashi	wa	nanko	arunoka	wakarimasen.
彼女	は	それ	が	いくら	なのか	わかります。
かのじょ	は	それ	が	いくら	なのか	わかります。
kanojo	wa	sore	ga	ikura	nanoka	wakarimasu.
海	に	魚	が	何匹	いるのか	誰	も	わかりません。
うみ	に	さかな	が	なんびき	いるのか	だれ	も	わか
りません。
umi	ni	sakana	ga	nanbiki	irunoka	dare	mo	
wakarimasen.

23	 彼	は	友達	が	家	の	中	に	いるの	を	知りません。
かれ	は	ともだち	が	いえ	の	なか	に	いるの	を	しり
ません。
kare	wa	tomodachi	ga	ie	no	naka	ni	iruno	o	
shirimasen.
私	は	どこ	に	かぎ	が	あるのか	わかりません。
わたし	は	どこ	に	かぎ	が	あるのか	わかりま	
せん。
watashi	wa	doko	ni	kagi	ga	arunoka	
wakarimasen.
子供たち	は	それ	が	何なのか	わかりません。
こどもたち	は	それ	が	なになのか	わかりま	
せん。
kodomotachi	wa	sore	ga	naninanoka	
wakarimasen.
女	の	人	は、	ご主人	が	花	を	持って	きたの	を	知り
ません。
おんな	の	ひと	は、	ごしゅじん	が	はな	を	もって	
きたの	を	しりません。
onna	no	hito	wa,	goshujin	ga	hana	o	motte	
kitano	o	shirimasen.

24	 彼女	が	誰	なのか	わかりますか。
かのじょ	が	だれ	なのか	わかりますか。
kanojo	ga	dare	nanoka	wakarimasuka.

いいえ、	わかりません。
いいえ、	わかりません。
iie,	wakarimasen.
何人	来るのか	わかりますか。
なんにん	くるのか	わかりますか。
nannin	kurunoka	wakarimasuka.
四人	来ます。
よにん	きます。
yonin	kimasu.

25	 彼	は	外	が	寒い	の	を	知って	います。
かれ	は	そと	が	さむい	の	を	しって	います。
kare	wa	soto	ga	samui	no	o	shitte	imasu.
両親	は	自分	の	子供たち	が	見て	いる	の	を	知りま
せん。
りょうしん	は	じぶん	の	こどもたち	が	みて	いる	
の	を	しりません。
ryoushin	wa	jibun	no	kodomotachi	ga	mite	iru	
no	o	shirimasen.
女の子たち	は	お母さん	が	見て	いる	の	を	知って	
います。
おんなのこたち	は	おかあさん	が	みて	いる	の	を	
しって	います。
onnanokotachi	wa	okaasan	ga	mite	iru	no	o	
shitte	imasu.

26	 彼ら	は	どこ	で	魚	を	見つける	こと	が	できるのか	
知って	います。
かれら	は	どこ	で	さかな	を	みつける	こと	が	でき
るのか	しって	います。
karera	wa	doko	de	sakana	o	mitsukeru	koto	ga	
dekirunoka	shitte	imasu.
彼ら	は	赤ちゃん	が	寝て	いる	の	を	知りませんで
した。
かれら	は	あかちゃん	が	ねて	いる	の	を	しりませ
んでした。
karera	wa	akachan	ga	nete	iru	no	o	
shirimasendeshita.
彼女	は	赤ちゃん	が	寝て	いる	の	を	知って	い	
ます。
かのじょ	は	あかちゃん	が	ねて	いる	の	を	しって	
います。
kanojo	wa	akachan	ga	nete	iru	no	o	shitte	
imasu.
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27	 お金	が	足りるか	どうか	わかりますか。
おかね	が	たりるか	どうか	わかりますか。
okane	ga	tariruka	douka	wakarimasuka.
はい、	足ります。
はい、	たります。
hai,	tarimasu.
赤	チーム	が	負けるか	どうか	わかりますか。
あか	チーム	が	まけるか	どうか	わかりますか。
aka	chiimu	ga	makeruka	douka	wakarimasuka.
いいえ、	わかりません。
いいえ、	わかりません。
iie,	wakarimasen.

28	 彼	が	美術館	に	来るか	どうか	わかりますか。
かれ	が	びじゅつかん	に	くるか	どうか	わかりま
すか。
kare	ga	bijutsukan	ni	kuruka	douka	
wakarimasuka.
いいえ、	彼	が	美術館	に	来るか	どうか	わかりま
せん。
いいえ、	かれ	が	びじゅつかん	に	くるか	どうか	
わかりません。
iie,	kare	ga	bijutsukan	ni	kuruka	douka	
wakarimasen.
彼女	が	ピアノ	を	演奏するか	どうか	わかりま
すか。
かのじょ	が	ピアノ	を	えんそうするか	どうか	わ
かりますか。
kanojo	ga	piano	o	ensousuruka	douka	
wakarimasuka.
いいえ、	彼女	が	ピアノ	を	演奏するか	どうか	わ
かりません。
いいえ、	かのじょ	が	ピアノ	を	えんそうするか	
どうか	わかりません。
iie,	kanojo	ga	piano	o	ensousuruka	douka	
wakarimasen.

29	 明日	は	多分	晴れ	でしょう。
あした	は	たぶん	はれ	でしょう。
ashita	wa	tabun	hare	deshou.
明日	は	多分	雪	でしょう。
あした	は	たぶん	ゆき	でしょう。
ashita	wa	tabun	yuki	deshou.

明日	は	多分	雨	でしょう。
あした	は	たぶん	あめ	でしょう。
ashita	wa	tabun	ame	deshou.

30	 先月、	赤	チーム	は	五試合	に	勝って、	一試合	に	
負けました。
せんげつ、	あか	チーム	は	ごしあい	に	かって、	
いちしあい	に	まけました。
sengetsu,	aka	chiimu	wa	goshiai	ni	katte,	
ichishiai	ni	makemashita.
赤	チーム	は	多分	この	試合	に	勝つ	でしょう。
あか	チーム	は	たぶん	この	しあい	に	かつ	で	
しょう。
aka	chiimu	wa	tabun	kono	shiai	ni	katsu	
deshou.
先月、	黄色	チーム	は	青	チーム	より	たくさん	の	
試合	に	負けました。
せんげつ、	きいろ	チーム	は	あお	チーム	より	た
くさん	の	しあい	に	まけました。
sengetsu,	kiiro	chiimu	wa	ao	chiimu	yori	
takusan	no	shiai	ni	makemashita.
黄色	チーム	は	多分	この	試合	に	負ける	で	
しょう。
きいろ	チーム	は	たぶん	この	しあい	に	まける	で
しょう。
kiiro	chiimu	wa	tabun	kono	shiai	ni	makeru	
deshou.

31	 どちら	の	ワンピース	を	買う	つもり	ですか。
どちら	の	ワンピース	を	かう	つもり	ですか。
dochira	no	wanpiisu	o	kau	tsumori	desuka.
青い	ワンピース	は	ちょうど	いい	です	が、	多分	
赤い	ワンピース	を	買う	でしょう。
あおい	ワンピース	は	ちょうど	いい	です	が、	た
ぶん	あかい	ワンピース	を	かう	でしょう。
aoi	wanpiisu	wa	choudo	ii	desu	ga,	tabun	akai	
wanpiisu	o	kau	deshou.
どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
赤い	ワンピース	の	ほう	が	安い	んです。
あかい	ワンピース	の	ほう	が	やすい	んです。
akai	wanpiisu	no	hou	ga	yasui	ndesu.



33

32	 ローマ	に	行きますか。	それとも	パリ	に	行きま
すか。
ローマ	に	いきますか。	それとも	パリ	に	いきま
すか。
rooma	ni	ikimasuka.	soretomo	pari	ni	
ikimasuka.
ローマ	に	行きたいです	が、	多分	パリ	に	行く	で
しょう。
ローマ	に	いきたいです	が、	たぶん	パリ	に	いく	
でしょう。
rooma	ni	ikitaidesu	ga,	tabun	pari	ni	iku	
deshou.
どうして	パリ	に	行くん	ですか。
どうして	パリ	に	いくん	ですか。
doushite	pari	ni	ikun	desuka.
パリ	の	美術館	に	行きたいん	です。
パリ	の	びじゅつかん	に	いきたいん	です。
pari	no	bijutsukan	ni	ikitain	desu.

33	 どちら	の	チーム	が	勝つ	でしょうか。
どちら	の	チーム	が	かつ	でしょうか。
dochira	no	chiimu	ga	katsu	deshouka.
黄色	チーム	は	上手	です	が、	多分	青	チーム	が	勝
つ	でしょう。
きいろ	チーム	は	じょうず	です	が、	たぶん	あお	
チーム	が	かつ	でしょう。
kiiro	chiimu	wa	jouzu	desu	ga,	tabun	ao	chiimu	
ga	katsu	deshou.
どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
今、	青	チーム	が	勝って	いるん	です。
いま、	あお	チーム	が	かって	いるん	です。
ima,	ao	chiimu	ga	katte	irun	desu.

34	 夏	と	冬	の	どちら	が	好き	ですか。
なつ	と	ふゆ	の	どちら	が	すき	ですか。
natsu	to	fuyu	no	dochira	ga	suki	desuka.
夏	は	天気	が	良くて	暖かい	です	が、	冬	の	ほう	が	
好き	です。
なつ	は	てんき	が	よくて	あたたかい	です	が、	ふ
ゆ	の	ほう	が	すき	です。
natsu	wa	tenki	ga	yokute	atatakai	desu	ga,	fuyu	
no	hou	ga	suki	desu.

どうして	冬	の	ほう	が	好きなん	ですか。
どうして	ふゆ	の	ほう	が	すきなん	ですか。
doushite	fuyu	no	hou	ga	sukinan	desuka.
スキー	が	好きなん	です。
スキー	が	すきなん	です。
sukii	ga	sukinan	desu.

35	 誰	も	デザート	を	持って	きませんでした。
だれ	も	デザート	を	もって	きませんでした。
dare	mo	dezaato	o	motte	kimasendeshita.
お客さん	に	足りる	だけ	の	ケーキ	が	あるか	どう
か	わかりますか。
おきゃくさん	に	たりる	だけ	の	ケーキ	が	あるか	
どうか	わかりますか。
okyakusan	ni	tariru	dake	no	keeki	ga	aruka	
douka	wakarimasuka.
多分	足りない	でしょう。	ケーキ	を	買いま	
しょう。
たぶん	たりない	でしょう。	ケーキ	を	かいま	
しょう。
tabun	tarinai	deshou.	keeki	o	kaimashou.
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2.2 コア	レッスン

01	 エジプト	は	アフリカ	大陸	の	国	です。
エジプト	は	アフリカ	たいりく	の	くに	です。
ejiputo	wa	afurika	tairiku	no	kuni	desu.
イタリア	は	ヨーロッパ	大陸	の	国	です。
イタリア	は	ヨーロッパ	たいりく	の	くに	です。
itaria	wa	yooroppa	tairiku	no	kuni	desu.
ブラジル	は	南	アメリカ	大陸	の	国	です。
ブラジル	は	みなみ	アメリカ	たいりく	の	くに	
です。
burajiru	wa	minami	amerika	tairiku	no	kuni	
desu.
アメリカ合衆国	は	北	アメリカ	大陸	の	国	です。
アメリカがっしゅうこく	は	きた	アメリカ	たい
りく	の	くに	です。
amerikagasshuukoku	wa	kita	amerika	tairiku	
no	kuni	desu.
オーストラリア	は	大陸	で、	それから	国	です。
オーストラリア	は	たいりく	で、	それから	くに	
です。
oosutoraria	wa	tairiku	de,	sorekara	kuni	desu.
中国	は	アジア	大陸	の	国	です。
ちゅうごく	は	アジア	たいりく	の	くに	です。
chuugoku	wa	ajia	tairiku	no	kuni	desu.

02	 この	大陸	は	アフリカ	です。
この	たいりく	は	アフリカ	です。
kono	tairiku	wa	afurika	desu.
この	大陸	は	ヨーロッパ	です。
この	たいりく	は	ヨーロッパ	です。
kono	tairiku	wa	yooroppa	desu.
この	大陸	は	南	アメリカ	です。
この	たいりく	は	みなみ	アメリカ	です。
kono	tairiku	wa	minami	amerika	desu.
この	大陸	は	北	アメリカ	です。
この	たいりく	は	きた	アメリカ	です。
kono	tairiku	wa	kita	amerika	desu.
この	大陸	は	アジア	です。
この	たいりく	は	アジア	です。
kono	tairiku	wa	ajia	desu.
この	大陸	は	南極	です。
この	たいりく	は	なんきょく	です。
kono	tairiku	wa	nankyoku	desu.

この	大陸	は	オーストラリア	です。
この	たいりく	は	オーストラリア	です。
kono	tairiku	wa	oosutoraria	desu.

03	 これ	は	アフリカ	の	結婚式	です。
これ	は	アフリカ	の	けっこんしき	です。
kore	wa	afurika	no	kekkonshiki	desu.
これ	は	南	アメリカ	の	結婚式	です。
これ	は	みなみ	アメリカ	の	けっこんしき	です。
kore	wa	minami	amerika	no	kekkonshiki	desu.
これ	は	ヨーロッパ	の	結婚式	です。
これ	は	ヨーロッパ	の	けっこんしき	です。
kore	wa	yooroppa	no	kekkonshiki	desu.

04	 これ	は	アジア	の	葬式	です。
これ	は	アジア	の	そうしき	です。
kore	wa	ajia	no	soushiki	desu.
これ	は	北	アメリカ	の	葬式	です。
これ	は	きた	アメリカ	の	そうしき	です。
kore	wa	kita	amerika	no	soushiki	desu.
これ	は	アフリカ	の	葬式	です。
これ	は	アフリカ	の	そうしき	です。
kore	wa	afurika	no	soushiki	desu.

05	 これ	は	アジア	の	結婚式	です。
これ	は	アジア	の	けっこんしき	です。
kore	wa	ajia	no	kekkonshiki	desu.
これ	は	ヨーロッパ	の	葬式	です。
これ	は	ヨーロッパ	の	そうしき	です。
kore	wa	yooroppa	no	soushiki	desu.
これ	は	アジア	の	葬式	です。
これ	は	アジア	の	そうしき	です。
kore	wa	ajia	no	soushiki	desu.
これ	は	ヨーロッパ	の	結婚式	です。
これ	は	ヨーロッパ	の	けっこんしき	です。
kore	wa	yooroppa	no	kekkonshiki	desu.

06	 この	本	は	南極	の	動物	に	関する	もの	です。
この	ほん	は	なんきょく	の	どうぶつ	に	かんする	
もの	です。
kono	hon	wa	nankyoku	no	doubutsu	ni	
kansuru	mono	desu.
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彼女	は	アフリカ	の	家族	に	関する	映画	を	見て	い
ます。
かのじょ	は	アフリカ	の	かぞく	に	かんする	えい
が	を	みて	います。
kanojo	wa	afurika	no	kazoku	ni	kansuru	eiga	o	
mite	imasu.
この	本	は	ボート	に	関する	もの	です。
この	ほん	は	ボート	に	かんする	もの	です。
kono	hon	wa	booto	ni	kansuru	mono	desu.
この	映画	は	アジア	の	歴史	に	関する	もの	です。
この	えいが	は	アジア	の	れきし	に	かんする	もの	
です。
kono	eiga	wa	ajia	no	rekishi	ni	kansuru	mono	
desu.

07	 彼女	は	仕事場	に	います	が、	自分	の	家族	の	こと	
を	考えて	います。
かのじょ	は	しごとば	に	います	が、	じぶん	の	か
ぞく	の	こと	を	かんがえて	います。
kanojo	wa	shigotoba	ni	imasu	ga,	jibun	no	
kazoku	no	koto	o	kangaete	imasu.
彼	は	おじいさん	と	おばあさん	の	こと	を	考えて	
います。
かれ	は	おじいさん	と	おばあさん	の	こと	を	かん
がえて	います。
kare	wa	ojiisan	to	obaasan	no	koto	o	kangaete	
imasu.
私	は	妻	の	こと	を	考えて	います。
わたし	は	つま	の	こと	を	かんがえて	います。
watashi	wa	tsuma	no	koto	o	kangaete	imasu.

08	 何	を	考えて	いますか。
なに	を	かんがえて	いますか。
nani	o	kangaete	imasuka.
来週	の	サッカー	の	試合	の	こと	を	考えて	い	
ます。
らいしゅう	の	サッカー	の	しあい	の	こと	を	かん
がえて	います。
raishuu	no	sakkaa	no	shiai	no	koto	o	kangaete	
imasu.

何	を	考えて	いますか。
なに	を	かんがえて	いますか。
nani	o	kangaete	imasuka.
来月	の	結婚式	の	こと	を	考えて	います。
らいげつ	の	けっこんしき	の	こと	を	かんがえて	
います。
raigetsu	no	kekkonshiki	no	koto	o	kangaete	
imasu.

09	 私	の	祖父	は	1901	年	に	生まれました。
わたし	の	そふ	は	1901	ねん	に	うまれました。
watashi	no	sofu	wa	1901	nen	ni	umaremashita.
彼	は	1922	年	に	結婚しました。
かれ	は	1922	ねん	に	けっこんしました。
kare	wa	1922	nen	ni	kekkonshimashita.
そして、	フランス	に	五十二	年間	住んで	いま
した。
そして、	フランス	に	ごじゅうに	ねんかん	すん
で	いました。
soshite,	furansu	ni	gojuuni	nenkan	sunde	
imashita.
それから、	1983	年	に	亡くなりました。
それから、	1983	ねん	に	なくなりました。
sorekara,	1983	nen	ni	nakunarimashita.

10	 この	女	の	人	は	アジア	で	結婚	します。
この	おんな	の	ひと	は	アジア	で	けっこん	し	
ます。
kono	onna	no	hito	wa	ajia	de	kekkon	shimasu.
この	動物	は	オーストラリア	で	生まれました。
この	どうぶつ	は	オーストラリア	で	うまれま
した。
kono	doubutsu	wa	oosutoraria	de	
umaremashita.
この	男	の	人	は	南極	で	亡くなりました。
この	おとこ	の	ひと	は	なんきょく	で	なくなりま
した。
kono	otoko	no	hito	wa	nankyoku	de	
nakunarimashita.
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11	 ご出産	おめでとう	ございます。
ごしゅっさん	おめでとう	ございます。
goshussan	omedetou	gozaimasu.
新しい	家、	おめでとう	ございます。
あたらしい	いえ、	おめでとう	ございます。
atarashii	ie,	omedetou	gozaimasu.
お悔やみ	申し上げます。
おくやみ	もうしあげます。
okuyami	moushiagemasu.
お悔やみ	申し上げます。
おくやみ	もうしあげます。
okuyami	moushiagemasu.

12	 私	は	今日	結婚	します。
わたし	は	きょう	けっこん	します。
watashi	wa	kyou	kekkon	shimasu.
ご結婚	おめでとう	ございます。
ごけっこん	おめでとう	ございます。
gokekkon	omedetou	gozaimasu.
私たち	の	子供	は	昨日	生まれました。
わたしたち	の	こども	は	きのう	うまれました。
watashitachi	no	kodomo	wa	kinou	
umaremashita.
ご出産	おめでとう	ございます。
ごしゅっさん	おめでとう	ございます。
goshussan	omedetou	gozaimasu.
先週	父	が	亡くなりました。
せんしゅう	ちち	が	なくなりました。
senshuu	chichi	ga	nakunarimashita.
お悔やみ	申し上げます。
おくやみ	もうしあげます。
okuyami	moushiagemasu.

13	 私	の	祖母	は	先月	亡くなりました。
わたし	の	そぼ	は	せんげつ	なくなりました。
watashi	no	sobo	wa	sengetsu	nakunarimashita.
お悔やみ	申し上げます。
おくやみ	もうしあげます。
okuyami	moushiagemasu.
娘	は	昨日	の	夜	十一時	に	生まれました。
むすめ	は	きのう	の	よる	じゅういちじ	に	うまれ
ました。
musume	wa	kinou	no	yoru	juuichiji	ni	
umaremashita.

おめでとう	ございます。
おめでとう	ございます。
omedetou	gozaimasu.

14	 これ	が	おもちゃ	だ	と	いいな	と	思います。
これ	が	おもちゃ	だ	と	いいな	と	おもいます。
kore	ga	omocha	da	to	iina	to	omoimasu.
おもちゃ	です。
おもちゃ	です。
omocha	desu.
これ	が	おもちゃ	だ	と	いいな	と	思います。
これ	が	おもちゃ	だ	と	いいな	と	おもいます。
kore	ga	omocha	da	to	iina	to	omoimasu.
おもちゃ	で	は	ありません。	セーター	です。
おもちゃ	で	は	ありません。	セーター	です。
omocha	de	wa	arimasen.	seetaa	desu.

15	 何か	見つかる	と	いいな	と	思います。
なにか	みつかる	と	いいな	と	おもいます。
nanika	mitsukaru	to	iina	to	omoimasu.
見つかりました。
みつかりました。
mitsukarimashita.
この	ボール	が	とれる	と	いいな	と	思います。
この	ボール	が	とれる	と	いいな	と	おもいます。
kono	booru	ga	toreru	to	iina	to	omoimasu.
ボール	が	とれませんでした。
ボール	が	とれませんでした。
booru	ga	toremasendeshita.

16	 結婚式	に	雨	が	降らない	と	いいな	と	思います。
けっこんしき	に	あめ	が	ふらない	と	いいな	と	お
もいます。
kekkonshiki	ni	ame	ga	furanai	to	iina	to	
omoimasu.
結婚式	に	雨	が	降りました。
けっこんしき	に	あめ	が	ふりました。
kekkonshiki	ni	ame	ga	furimashita.
女の子	が	生まれる	と	いいな	と	思います。
おんなのこ	が	うまれる	と	いいな	と	おもい	
ます。
onnanoko	ga	umareru	to	iina	to	omoimasu.
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男の子	ですよ。
おとこのこ	ですよ。
otokonoko	desuyo.

17	 私たち	の	チーム	が	勝つ	と	いいな	と	思います。
わたしたち	の	チーム	が	かつ	と	いいな	と	おもい
ます。
watashitachi	no	chiimu	ga	katsu	to	iina	to	
omoimasu.
私たち	の	チーム	は	負けました。
わたしたち	の	チーム	は	まけました。
watashitachi	no	chiimu	wa	makemashita.
彼	は	彼女	が	結婚して	くれる	と	いいな	と	思い
ます。
かれ	は	かのじょ	が	けっこんして	くれる	と	いい
な	と	おもいます。
kare	wa	kanojo	ga	kekkonshite	kureru	to	iina	
to	omoimasu.
彼女	は	彼	と	結婚	します。
かのじょ	は	かれ	と	けっこん	します。
kanojo	wa	kare	to	kekkon	shimasu.

18	 私たち	は	うれしい	です。
わたしたち	は	うれしい	です。
watashitachi	wa	ureshii	desu.
彼ら	は	怖がって	います。
かれら	は	こわがって	います。
karera	wa	kowagatte	imasu.
ぼく	は	悲しい	です。
ぼく	は	かなしい	です。
boku	wa	kanashii	desu.

19	 彼ら	は	一緒	に	遊んで	いる	ので	うれしい	です。
かれら	は	いっしょ	に	あそんで	いる	ので	うれし
い	です。
karera	wa	issho	ni	asonde	iru	node	ureshii	
desu.
女	の	人	は	自分	の	国	に	帰る	ので	悲しい	です。
おんな	の	ひと	は	じぶん	の	くに	に	かえる	ので	か
なしい	です。
onna	no	hito	wa	jibun	no	kuni	ni	kaeru	node	
kanashii	desu.

彼	は	運転した	こと	が	ない	ので	不安	です。
かれ	は	うんてんした	こと	が	ない	ので	ふあん	
です。
kare	wa	untenshita	koto	ga	nai	node	fuan	desu.

20	 この	葬式	の	人々	は	悲しい	です。
この	そうしき	の	ひとびと	は	かなしい	です。
kono	soushiki	no	hitobito	wa	kanashii	desu.
この	結婚式	の	人々	は	うれしい	です。
この	けっこんしき	の	ひとびと	は	うれしい		
です。
kono	kekkonshiki	no	hitobito	wa	ureshii	desu.
彼女	は	道	に	迷って	いる	ので	不安	です。
かのじょ	は	みち	に	まよって	いる	ので	ふあん	
です。
kanojo	wa	michi	ni	mayotte	iru	node	fuan	
desu.

21	 私	の	祖母	は	百	年	前	に	アフリカ	で	結婚しま	
した。
わたし	の	そぼ	は	ひゃく	ねん	まえ	に	アフリカ	で	
けっこんしました。
watashi	no	sobo	wa	hyaku	nen	mae	ni	afurika	
de	kekkon	shimashita.
私	は	十五	年	前	に	南	アフリカ	で	生まれました。
わたし	は	じゅうご	ねん	まえ	に	みなみ	アフリカ	
で	うまれました。
watashi	wa	juugo	nen	mae	ni	minami	afurika	
de	umaremashita.
私	は	十	年	前	に	アジア	に	住んで	いました。
わたし	は	じゅう	ねん	まえ	に	アジア	に	すんで	い
ました。
watashi	wa	juu	nen	mae	ni	ajia	ni	sunde	
imashita.
この	赤ちゃん	は	四日	前	に	ヨーロッパ	で	生まれ
ました。
この	あかちゃん	は	よっか	まえ	に	ヨーロッパ	で	
うまれました。
kono	akachan	wa	yokka	mae	ni	yooroppa	de	
umaremashita.

22	 私たち	は	二十	年	前	に	結婚しました。
わたしたち	は	にじゅう	ねん	まえ	に	けっこんし
ました。
watashitachi	wa	nijuu	nen	mae	ni	kekkon	
shimashita.
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ぼく	は	二	時間	前	に	自転車	から	落ちました。
ぼく	は	に	じかん	まえ	に	じてんしゃ	から	おちま
した。
boku	wa	ni	jikan	mae	ni	jitensha	kara	
ochimashita.
五百	年	前	に、	ヨーロッパ	の	人々	は	船	で	北	アメ
リカ	に	行きました。
ごひゃく	ねん	まえ	に、	ヨーロッパ	の	ひとびと	
は	ふね	で	きた	アメリカ	に	いきました。
gohyaku	nen	mae	ni,	yooroppa	no	hitobito	wa	
fune	de	kita	amerika	ni	ikimashita.

23	 彼ら	は	一	年	前	に	結婚しました。
かれら	は	いち	ねん	まえ	に	けっこんしました。
karera	wa	ichi	nen	mae	ni	kekkon	shimashita.
彼ら	は	二十五	年	前	に	結婚しました。
かれら	は	にじゅうご	ねん	まえ	に	けっこんしま
した。
karera	wa	nijuugo	nen	mae	ni	kekkon	
shimashita.
この	男	の	人	は	何	年	も	前	に	死にました。
この	おとこ	の	ひと	は	なん	ねん	も	まえ	に	しにま
した。
kono	otoko	no	hito	wa	nan	nen	mo	mae	ni	
shinimashita.
私たち	は	五十	年	前	に	結婚しました。
わたしたち	は	ごじゅう	ねん	まえ	に	けっこんし
ました。
watashitachi	wa	gojuu	nen	mae	ni	kekkon	
shimashita.

24	 私	は	十五	年間	音楽	を	勉強して	います。
わたし	は	じゅうご	ねんかん	おんがく	を	べんき
ょうして	います。
watashi	wa	juugo	nenkan	ongaku	o	
benkyoushite	imasu.
彼	は	十	年間	ゴルフ	を	しています。
かれ	は	じゅう	ねんかん	ゴルフ	を	しています。
kare	wa	juu	nenkan	gorufu	o	shiteimasu.
彼ら	は	五	年間	オーストラリア	に	住んで	い	
ます。
かれら	は	ご	ねんかん	オーストラリア	に	すんで	
います。
karera	wa	go	nenkan	oosutoraria	ni	sunde	
imasu.

25	 何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
日本語	を	勉強して	います。
にほんご	を	べんきょうして	います。
nihongo	o	benkyoushite	imasu.
どのくらい	日本語	を	勉強して	いますか。
どのくらい	にほんご	を	べんきょうして	いま
すか。
donokurai	nihongo	o	benkyoushite	imasuka.
七か月	間	日本語	を	勉強して	います。
ななかげつ	かん	にほんご	を	べんきょうして	い
ます。
nanakagetsu	kan	nihongo	o	benkyoushite	
imasu.

26	 彼ら	は	家	を	建てて	います。
かれら	は	いえ	を	たてて	います。
karera	wa	ie	o	tatete	imasu.
彼ら	は	サッカー	スタジアム	を	建てて	います。
かれら	は	サッカー	スタジアム	を	たてて	い	
ます。
karera	wa	sakkaa	sutajiamu	o	tatete	imasu.
彼ら	は	お寺	を	建てて	います。
かれら	は	おてら	を	たてて	います。
karera	wa	otera	o	tatete	imasu.
彼ら	は	橋	を	作って	います。
かれら	は	はし	を	つくって	います。
karera	wa	hashi	o	tsukutte	imasu.

27	 彼ら	は	アフリカ	に	この	病院	を	建てました。
かれら	は	アフリカ	に	この	びょういん	を	たてま
した。
karera	wa	afurika	ni	kono	byouin	o	
tatemashita.
彼ら	は	南	アメリカ	に	この	病院	を	建てて	い	
ます。
かれら	は	みなみ	アメリカ	に	この	びょういん	を	
たてて	います。
karera	wa	minami	amerika	ni	kono	byouin	o	
tatete	imasu.
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彼ら	は	アジア	に	病院	を	建てる	ところです。
かれら	は	アジア	に	びょういん	を	たてる	ところ
です。
karera	wa	ajia	ni	byouin	o	tateru	tokorodesu.

28	 この	学校	を	建て	始めて	から、	どのくらい	に	な
りますか。
この	がっこう	を	たて	はじめて	から、	どのくら
い	に	なりますか。
kono	gakkou	o	tate	hajimete	kara,	donokurai	
ni	narimasuka.
一	年	に	なります。
いち	ねん	に	なります。
ichi	nen	ni	narimasu.
彼	が	これ	を	作り	始めて	から、	どのくらい	に	な
りますか。
かれ	が	これ	を	つくり	はじめて	から、	どのくら
い	に	なりますか。
kare	ga	kore	o	tsukuri	hajimete	kara,	
donokurai	ni	narimasuka.
一週	間	に	なります。
いっしゅう	かん	に	なります。
isshuu	kan	ni	narimasu.

29	 私	は	昨日	の	夜、	本	を	一冊	読み	終えました。	新
しい	本	が	ほしい	です。
わたし	は	きのう	の	よる、	ほん	を	いっさつ	よみ	
おえました。	あたらしい	ほん	が	ほしい		
です。
watashi	wa	kinou	no	yoru,	hon	o	issatsu	yomi	
oemashita.	atarashii	hon	ga	hoshii	desu.
私たち	は	一か月	前	に、	この	家	を	建て	終えまし
た。	今	ここ	に	住んで	います。
わたしたち	は	いっかげつ	まえ	に、	この	いえ	を	
たて	おえました。	いま	ここ	に	すんで	い	
ます。
watashitachi	wa	ikkagetsu	mae	ni,	kono	ie	o	
tate	oemashita.	ima	koko	ni	sunde	imasu.
彼	は	十分	前	に、	自分	の	部屋	の	掃除	を	終えまし
た。	今	おもちゃ	で	遊んで	います。
かれ	は	じゅっぷん	まえ	に、	じぶん	の	へや	の	そ
うじ	を	おえました。	いま	おもちゃ	で	あそん
で	います。
kare	wa	juppun	mae	ni,	jibun	no	heya	no	souji	
o	oemashita.	ima	omocha	de	asonde	imasu.

30	 この	家	を	建て	始めて	から、	どの	くらい	に	なり
ますか。
この	いえ	を	たて	はじめて	から、	どの	くらい	に	
なりますか。
kono	ie	o	tate	hajimete	kara,	dono	kurai	ni	
narimasuka.
二	年	に	なります。
に	ねん	に	なります。
ni	nen	ni	narimasu.
いつ	建て	終えますか。
いつ	たて	おえますか。
itsu	tate	oemasuka.
子供	が	生まれる	前	に	建て	終える	と	いいな	と	思
って	います。
こども	が	うまれる	まえ	に	たて	おえる	と	いいな	
と	おもって	います。
kodomo	ga	umareru	mae	ni	tate	oeru	to	iina	to	
omotte	imasu.
私たち	の	新しい	家	に	ようこそ。
わたしたち	の	あたらしい	いえ	に	ようこそ。
watashitachi	no	atarashii	ie	ni	youkoso.
おめでとう	ございます。
おめでとう	ございます。
omedetou	gozaimasu.

31	 彼女	の	赤ちゃん	は	多分	もうすぐ	生まれる	で	
しょう。
かのじょ	の	あかちゃん	は	たぶん	もうすぐ	うま
れる	でしょう。
kanojo	no	akachan	wa	tabun	mousugu	
umareru	deshou.
彼ら	の	赤ちゃん	は	もう	生まれました。
かれら	の	あかちゃん	は	もう	うまれました。
karera	no	akachan	wa	mou	umaremashita.
彼ら	は	もうすぐ	結婚	します。
かれら	は	もうすぐ	けっこん	します。
karera	wa	mousugu	kekkon	shimasu.
彼ら	は	もう	結婚して	います。
かれら	は	もう	けっこんして	います。
karera	wa	mou	kekkonshite	imasu.
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32	 もうすぐ	雨	が	降りますか。
もうすぐ	あめ	が	ふりますか。
mousugu	ame	ga	furimasuka.
いいえ、	降りませんよ。
いいえ、	ふりませんよ。
iie,	furimasenyo.
野菜	を	食べて。
やさい	を	たべて。
yasai	o	tabete.
もう	食べました。
もう	たべました。
mou	tabemashita.

33	 もうすぐ	台所	の	掃除	を	終えますか。
もうすぐ	だいどころ	の	そうじ	を	おえますか。
mousugu	daidokoro	no	souji	o	oemasuka.
私たち	は	もう	台所	の	掃除	を	終えました。
わたしたち	は	もう	だいどころ	の	そうじ	を	おえ
ました。
watashitachi	wa	mou	daidokoro	no	souji	o	
oemashita.
もうすぐ	橋	の	修理	を	終えますか。
もうすぐ	はし	の	しゅうり	を	おえますか。
mousugu	hashi	no	shuuri	o	oemasuka.
私たち	は	もう	橋	の	修理	を	終えました。
わたしたち	は	もう	はし	の	しゅうり	を	おえま
した。
watashitachi	wa	mou	hashi	no	shuuri	o	
oemashita.

2.3 コア	レッスン

01	 ヨーロッパ	は	アフリカ	の	北	に	あります。
ヨーロッパ	は	アフリカ	の	きた	に	あります。
yooroppa	wa	afurika	no	kita	ni	arimasu.
オーストラリア	は	アフリカ	の	東	に	あります。
オーストラリア	は	アフリカ	の	ひがし	に	あり
ます。
oosutoraria	wa	afurika	no	higashi	ni	arimasu.
南極	は	アフリカ	の	南	に	あります。
なんきょく	は	アフリカ	の	みなみ	に	あります。
nankyoku	wa	afurika	no	minami	ni	arimasu.
南	アメリカ	は	アフリカ	の	西	に	あります。
みなみ	アメリカ	は	アフリカ	の	にし	に	あり	
ます。
minami	amerika	wa	afurika	no	nishi	ni	arimasu.

02	 中国	は	日本	の	西	に	あります。
ちゅうごく	は	にほん	の	にし	に	あります。
chuugoku	wa	nihon	no	nishi	ni	arimasu.
ロシア	は	中国	の	北	に	あります。
ロシア	は	ちゅうごく	の	きた	に	あります。
roshia	wa	chuugoku	no	kita	ni	arimasu.
イタリア	は	フランス	の	東	に	あります。
イタリア	は	フランス	の	ひがし	に	あります。
itaria	wa	furansu	no	higashi	ni	arimasu.
オーストラリア	は	ロシア	の	南	に	あります。
オーストラリア	は	ロシア	の	みなみ	に	あり
ます。
oosutoraria	wa	roshia	no	minami	ni	arimasu.

03	 木	は	女の子	と	男	の	人	の	間	に	あります。
き	は	おんなのこ	と	おとこ	の	ひと	の	あいだ	に	あ
ります。
ki	wa	onnanoko	to	otoko	no	hito	no	aida	ni	
arimasu.
女の子	は	女	の	人たち	の	間	に	います。
おんなのこ	は	おんな	の	ひとたち	の	あいだ	に	い
ます。
onnanoko	wa	onna	no	hitotachi	no	aida	ni	
imasu.
犬	は	人	と	人	の	間	に	います。
いぬ	は	ひと	と	ひと	の	あいだ	に	います。
inu	wa	hito	to	hito	no	aida	ni	imasu.
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空	の	コップ	は	いっぱい	の	コップ	の	間	に	あり
ます。
から	の	コップ	は	いっぱい	の	コップ	の	あいだ	に	
あります。
kara	no	koppu	wa	ippai	no	koppu	no	aida	ni	
arimasu.

04	 これ	は	太平洋	です。
これ	は	たいへいよう	です。
kore	wa	taiheiyou	desu.
これ	は	北極海	です。
これ	は	ほっきょくかい	です。
kore	wa	hokkyokukai	desu.
これ	は	大西洋	です。
これ	は	たいせいよう	です。
kore	wa	taiseiyou	desu.
これ	は	インド洋	です。
これ	は	インドよう	です。
kore	wa	indoyou	desu.

05	 大西洋	は	どこ	ですか。
たいせいよう	は	どこ	ですか。
taiseiyou	wa	doko	desuka.
大西洋	は	南	アメリカ	と	アフリカ	の	間	に	あり
ます。
たいせいよう	は	みなみ	アメリカ	と	アフリカ	の	
あいだ	に	あります。
taiseiyou	wa	minami	amerika	to	afurika	no	aida	
ni	arimasu.
インド洋	は	どこ	ですか。
いんどよう	は	どこ	ですか。
indoyou	wa	doko	desuka.
インド洋	は	アフリカ	の	東	に	あります。
いんどよう	は	アフリカ	の	ひがし	に	あります。
indoyou	wa	afurika	no	higashi	ni	arimasu.
北極海	は	どこ	ですか。
ほっきょくかい	は	どこ	ですか。
hokkyokukai	wa	doko	desuka.
北極海	は	すべて	の	大陸	の	北	に	あります。
ほっきょくかい	は	すべて	の	たいりく	の	きた	に	
あります。
hokkyokukai	wa	subete	no	tairiku	no	kita	ni	
arimasu.

06	 男	の	人	は	大西洋	を	セーリングして	います。
おとこ	の	ひと	は	たいせいよう	を	セーリングし
て	います。
otoko	no	hito	wa	taiseiyou	o	seeringushite	
imasu.
この	動物	は	北極海	を	泳いで	います。
この	どうぶつ	は	ほっきょくかい	を	およいで	い
ます。
kono	doubutsu	wa	hokkyokukai	o	oyoide	
imasu.
私	は	インド洋	の	海岸	を	歩いて	います。
わたし	は	いんどよう	の	かいがん	を	あるいて	い
ます。
watashi	wa	indoyou	no	kaigan	o	aruite	imasu.
彼ら	は	太平洋	を	泳いで	います。
かれら	は	たいへいよう	を	およいで	います。
karera	wa	taiheiyou	o	oyoide	imasu.

07	 スペイン	は	フランス	の	南	に	あります。
スペイン	は	フランス	の	みなみ	に	あります。
supein	wa	furansu	no	minami	ni	arimasu.
メキシコ	は	太平洋	の	東	に	あります。
メキシコ	は	たいへいよう	の	ひがし	に	あり	
ます。
mekishiko	wa	taiheiyou	no	higashi	ni	arimasu.
フランス	は	ドイツ	と	スペイン	の	間	に	あり
ます。
フランス	は	ドイツ	と	スペイン	の	あいだ	に	あり
ます。
furansu	wa	doitsu	to	supein	no	aida	ni	arimasu.
イギリス	は	フランス	の	北	に	あります。
イギリス	は	フランス	の	きた	に	あります。
igirisu	wa	furansu	no	kita	ni	arimasu.

08	 まず、	私	の	飛行機	は	メキシコ	から	出発しま	
した。
まず、	わたし	の	ひこうき	は	メキシコ	から	しゅ
っぱつしました。
mazu,	watashi	no	hikouki	wa	mekishiko	kara	
shuppatsu	shimashita.
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それから、	飛行機	は	イギリス	に	到着しま	
した。
それから、	ひこうき	は	イギリス	に	とうちゃく
しました。
sorekara,	hikouki	wa	igirisu	ni	touchaku	
shimashita.
それから、	私	は	南	行き	の	電車	で	フランス	に	行
きました。
それから、	わたし	は	みなみ	いき	の	でんしゃ	で	
フランス	に	いきました。
sorekara,	watashi	wa	minami	iki	no	densha	de	
furansu	ni	ikimashita.
最後	に、	東	へ	運転して	ドイツ	に	行きました。
さいご	に、	ひがし	へ	うんてんして	ドイツ	に	い
きました。
saigo	ni,	higashi	e	untenshite	doitsu	ni	
ikimashita.

09	 私	の	飛行機	は、	水曜日	に	オーストラリア	から	
出発	します。
わたし	の	ひこうき	は、	すいようび	に	オースト
ラリア	から	しゅっぱつ	します。
watashi	no	hikouki	wa,	suiyoubi	ni	oosutoraria	
kara	shuppatsu	shimasu.
その	飛行機	は、	木曜日	に	スペイン	に	到着	し
ます。
その	ひこうき	は、	もくようび	に	スペイン	に	と
うちゃく	します。
sono	hikouki	wa,	mokuyoubi	ni	supein	ni	
touchaku	shimasu.
私	は、	スペイン	に	一週	間	滞在	します。
わたし	は、	スペイン	に	いっしゅう	かん	たいざ
い	します。
watashi	wa,	supein	ni	isshuu	kan	taizai	shimasu.
最後	に、	電車	で	ドイツ	に	行きます。
さいご	に、	でんしゃ	で	ドイツ	に	いきます。
saigo	ni,	densha	de	doitsu	ni	ikimasu.

10	 男	の	人	は	砂漠	を	歩いて	います。
おとこ	の	ひと	は	さばく	を	あるいて	います。
otoko	no	hito	wa	sabaku	o	aruite	imasu.
この	動物	は	砂漠	に	住んで	います。
この	どうぶつ	は	さばく	に	すんで	います。
kono	doubutsu	wa	sabaku	ni	sunde	imasu.

この	花	は	熱帯	雨林	に	あります。
この	はな	は	ねったい	うりん	に	あります。
kono	hana	wa	nettai	urin	ni	arimasu.
熱帯	雨林	は	海岸	の	そば	に	あります。
ねったい	うりん	は	かいがん	の	そば	に	あり	
ます。
nettai	urin	wa	kaigan	no	soba	ni	arimasu.

11	 どこ	で	この	写真	を	とりましたか。
どこ	で	この	しゃしん	を	とりましたか。
doko	de	kono	shashin	o	torimashitaka.
メキシコ	の	砂漠	で	とりました。
メキシコ	の	さばく	で	とりました。
mekishiko	no	sabaku	de	torimashita.
どこ	で	この	写真	を	とりましたか。
どこ	で	この	しゃしん	を	とりましたか。
doko	de	kono	shashin	o	torimashitaka.
ブラジル	の	熱帯	雨林	で	とりました。
ブラジル	の	ねったい	うりん	で	とりました。
burajiru	no	nettai	urin	de	torimashita.

12	 植物
しょくぶつ
shokubutsu
植物
しょくぶつ
shokubutsu
植物
しょくぶつ
shokubutsu
動物
どうぶつ
doubutsu
動物
どうぶつ
doubutsu
人々
ひとびと
hitobito

13	 木	は	大きい	植物	です。
き	は	おおきい	しょくぶつ	です。
ki	wa	ookii	shokubutsu	desu.
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これ	は	小さい	植物	です。
これ	は	ちいさい	しょくぶつ	です。
kore	wa	chiisai	shokubutsu	desu.
公園	に	たくさん	植物	が	あります。
こうえん	に	たくさん	しょくぶつ	が	あります。
kouen	ni	takusan	shokubutsu	ga	arimasu.

14	 この	植物	は	どこ	に	育ちますか。
この	しょくぶつ	は	どこ	に	そだちますか。
kono	shokubutsu	wa	doko	ni	sodachimasuka.
この	植物	は	熱帯	雨林	に	育ちます。
この	しょくぶつ	は	ねったい	うりん	に	そだち
ます。
kono	shokubutsu	wa	nettai	urin	ni	
sodachimasu.
この	植物	は	どこ	に	育ちますか。
この	しょくぶつ	は	どこ	に	そだちますか。
kono	shokubutsu	wa	doko	ni	sodachimasuka.
この	植物	は	砂漠	に	育ちます。
この	しょくぶつ	は	さばく	に	そだちます。
kono	shokubutsu	wa	sabaku	ni	sodachimasu.

15	 これ	は	りんご	の	木	です。
これ	は	りんご	の	き	です。
kore	wa	ringo	no	ki	desu.
これ	は	松	の	木	です。
これ	は	まつ	の	き	です。
kore	wa	matsu	no	ki	desu.
これ	は	オレンジ	の	木	です。
これ	は	オレンジ	の	き	です。
kore	wa	orenji	no	ki	desu.

16	 ここ	に	何	が	育ちますか。
ここ	に	なに	が	そだちますか。
koko	ni	nani	ga	sodachimasuka.
草。
くさ。
kusa.
ここ	に	何	が	育ちますか。
ここ	に	なに	が	そだちますか。
koko	ni	nani	ga	sodachimasuka.

松	の	木。
まつ	の	き。
matsu	no	ki.
ここ	に	何	が	育ちますか。
ここ	に	なに	が	そだちますか。
koko	ni	nani	ga	sodachimasuka.
オレンジ	の	木。
オレンジ	の	き。
orenji	no	ki.

17	 これ	は	何	の	木	ですか。
これ	は	なに	の	き	ですか。
kore	wa	nani	no	ki	desuka.
りんご	の	木	です。
りんご	の	き	です。
ringo	no	ki	desu.
これ	は	何	の	木	ですか。
これ	は	なに	の	き	ですか。
kore	wa	nani	no	ki	desuka.
松	の	木	です。
まつ	の	き	です。
matsu	no	ki	desu.

18	 彼	は	何	と	言いましたか。
かれ	は	なん	と	いいましたか。
kare	wa	nan	to	iimashitaka.
ドイツ	行き	の	電車	は	遅れて	いる	と	言いま	
した。
ドイツ	いき	の	でんしゃ	は	おくれて	いる	と	いい
ました。
doitsu	iki	no	densha	wa	okurete	iru	to	
iimashita.
彼	は	何	と	言いましたか。
かれ	は	なん	と	いいましたか。
kare	wa	nan	to	iimashitaka.
佐藤	さん	は	薬	を	飲まなければ	いけない	と	言い
ました。
さとう	さん	は	くすり	を	のまなければ	いけない	
と	いいました。
satou	san	wa	kusuri	o	nomanakereba	ikenai	to	
iimashita.
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19	 すみません。	何	と	言いましたか。
すみません。	なん	と	いいましたか。
sumimasen.	nan	to	iimashitaka.
いい	シャツ	ですね	と	言いました。
いい	シャツ	ですね	と	いいました。
ii	shatsu	desune	to	iimashita.
すみません。	何	と	言いましたか。
すみません。	なん	と	いいましたか。
sumimasen.	nan	to	iimashitaka.
もっと	大きい	スーツケース	が	必要だ	と	言いま
した。
もっと	おおきい	スーツケース	が	ひつようだ	と	
いいました。
motto	ookii	suutsukeesu	ga	hitsuyouda	to	
iimashita.

20	 先生	は	何	と	言いましたか。
せんせい	は	なん	と	いいましたか。
sensei	wa	nan	to	iimashitaka.
この	植物	は	熱帯	雨林	に	育つ	と	言いました。
この	しょくぶつ	は	ねったい	うりん	に	そだつ	と	
いいました。
kono	shokubutsu	wa	nettai	urin	ni	sodatsu	to	
iimashita.
お医者さん	は	何	と	言いましたか。
おいしゃさん	は	なん	と	いいましたか。
oishasan	wa	nan	to	iimashitaka.
私	は	この	薬	を	一日	に	二回	飲まなければ	いけな
い	と	言いました。
わたし	は	この	くすり	を	いちにち	に	にかい	のま
なければ	いけない	と	いいました。
watashi	wa	kono	kusuri	o	ichinichi	ni	nikai	
nomanakereba	ikenai	to	iimashita.
警察官	は	何	と	言いましたか。
けいさつかん	は	なん	と	いいましたか。
keisatsukan	wa	nan	to	iimashitaka.
公園	は	この	西	に	ある	と	言いました。
こうえん	は	この	にし	に	ある	と	いいました。
kouen	wa	kono	nishi	ni	aru	to	iimashita.

21	 先生	は	何	と	言いましたか。
せんせい	は	なん	と	いいましたか。
sensei	wa	nan	to	iimashitaka.
イギリス	は	ヨーロッパ	に	ある	と	言いました。
イギリス	は	ヨーロッパ	に	ある	と	いいました。
igirisu	wa	yooroppa	ni	aru	to	iimashita.
先生	は	何	と	言いましたか。
せんせい	は	なん	と	いいましたか。
sensei	wa	nan	to	iimashitaka.
エジプト	は	アフリカ	に	ある	と	言いました。
エジプト	は	アフリカ	に	ある	と	いいました。
ejiputo	wa	afurika	ni	aru	to	iimashita.

22	 私たち	は	大きい	植物	を	持って	います。
わたしたち	は	おおきい	しょくぶつ	を	もって	い
ます。
watashitachi	wa	ookii	shokubutsu	o	motte	
imasu.
先生	は	ノート	パソコン	を	持って	います。
せんせい	は	ノート	パソコン	を	もって	います。
sensei	wa	nooto	pasokon	o	motte	imasu.
彼ら	は	スペイン	の	地図	を	持って	います。
かれら	は	スペイン	の	ちず	を	もって	います。
karera	wa	supein	no	chizu	o	motte	imasu.

23	 私	は	ボート	を	持って	います。
わたし	は	ボート	を	もって	います。
watashi	wa	booto	o	motte	imasu.
女の子	は	花	を	持って	います。
おんなのこ	は	はな	を	もって	います。
onnanoko	wa	hana	o	motte	imasu.
私たち	は	家族	の	写真	を	持って	います。
わたしたち	は	かぞく	の	しゃしん	を	もって	い
ます。
watashitachi	wa	kazoku	no	shashin	o	motte	
imasu.

24	 これ	を	持って	くれませんか。
これ	を	もって	くれませんか。
kore	o	motte	kuremasenka.
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ごめんなさい。	持てません。
ごめんなさい。	もてません。
gomennasai.	motemasen.
これ	を	持って	くれませんか。
これ	を	もって	くれませんか。
kore	o	motte	kuremasenka.
はい、	持ちますよ。
はい、	もちますよ。
hai,	mochimasuyo.

25	 火
ひ
hi
火
ひ
hi
火
ひ
hi
氷
こおり
koori
氷
こおり
koori
砂
すな
suna

26	 砂漠	に	砂	が	たくさん	あります。
さばく	に	すな	が	たくさん	あります。
sabaku	ni	suna	ga	takusan	arimasu.
海岸	に	砂	が	たくさん	あります。
かいがん	に	すな	が	たくさん	あります。
kaigan	ni	suna	ga	takusan	arimasu.
南極	に	氷	が	たくさん	あります。
なんきょく	に	こおり	が	たくさん	あります。
nankyoku	ni	koori	ga	takusan	arimasu.

27	 この	像	は	氷	で	出来て	います。
この	ぞう	は	こおり	で	できて	います。
kono	zou	wa	koori	de	dekite	imasu.

これ	は	火	の	よう	に	見えます	が、	紙	で	出来て	い
ます。
これ	は	ひ	の	よう	に	みえます	が、	かみ	で	できて	
います。
kore	wa	hi	no	you	ni	miemasu	ga,	kami	de	
dekite	imasu.
この	建物	は	砂	で	出来て	います。
この	たてもの	は	すな	で	できて	います。
kono	tatemono	wa	suna	de	dekite	imasu.

28	 これ	は	彼	の	家	です。
これ	は	かれ	の	いえ	です。
kore	wa	kare	no	ie	desu.
あれ	は	彼	の	家	ですか。
あれ	は	かれ	の	いえ	ですか。
are	wa	kare	no	ie	desuka.
はい、	彼	の	です。
はい、	かれ	の	です。
hai,	kare	no	desu.
これ	は	彼女	の	犬	です。
これ	は	かのじょ	の	いぬ	です。
kore	wa	kanojo	no	inu	desu.
あれ	は	彼	の	犬	ですか。
あれ	は	かれ	の	いぬ	ですか。
are	wa	kare	no	inu	desuka.
いいえ、	彼女	の	です。
いいえ、	かのじょ	の	です。
iie,	kanojo	no	desu.

29	 これ	は	誰	の	ボート	ですか。
これ	は	だれ	の	ボート	ですか。
kore	wa	dare	no	booto	desuka.
彼	の	です。
かれ	の	です。
kare	no	desu.
これ	は	誰	の	手	ですか。
これ	は	だれ	の	て	ですか。
kore	wa	dare	no	te	desuka.
彼女	の	です。
かのじょ	の	です。
kanojo	no	desu.
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30	 誰	の	おもちゃ	ですか。
だれ	の	おもちゃ	ですか。
dare	no	omocha	desuka.
車	は	ぼくたち	の	です。
くるま	は	ぼくたち	の	です。
kuruma	wa	bokutachi	no	desu.
この	ボール	は	ぼくたち	の	です。
この	ボール	は	ぼくたち	の	です。
kono	booru	wa	bokutachi	no	desu.
誰	の	楽器	ですか。
だれ	の	がっき	ですか。
dare	no	gakki	desuka.
ドラム	は	私	の	です。
ドラム	は	わたし	の	です。
doramu	wa	watashi	no	desu.
ギター	は	ぼく	の	です。
ギター	は	ぼく	の	です。
gitaa	wa	boku	no	desu.

31	 あの	犬	は	彼	の	です。
あの	いぬ	は	かれ	の	です。
ano	inu	wa	kare	no	desu.
あの	犬	は	彼女	の	です。
あの	いぬ	は	かのじょ	の	です。
ano	inu	wa	kanojo	no	desu.
この	犬	は	私	の	です。
この	いぬ	は	わたし	の	です。
kono	inu	wa	watashi	no	desu.
この	犬	は	私たち	の	です。
この	いぬ	は	わたしたち	の	です。
kono	inu	wa	watashitachi	no	desu.

32	 いい	家	ですね。
いい	いえ	ですね。
ii	ie	desune.
ありがとう	ございます。	私	の	です。	私	が	建て
ました。
ありがとう	ございます。	わたし	の	です。	わた
し	が	たてました。
arigatou	gozaimasu.	watashi	no	desu.	watashi	
ga	tatemashita.

いい	絵	ですね。
いい	え	ですね。
ii	e	desune.
ありがとう	ございます。	彼	の	です。	私	が	彼	に	
あげました。
ありがとう	ございます。	かれ	の	です。	わたし	
が	かれ	に	あげました。
arigatou	gozaimasu.	kare	no	desu.	watashi	ga	
kare	ni	agemashita.
いい	植物	ですね。
いい	しょくぶつ	ですね。
ii	shokubutsu	desune.
ありがとう	ございます。	私たち	の	です。	今朝	
買いました。
ありがとう	ございます。	わたしたち	の	です。	
けさ	かいました。
arigatou	gozaimasu.	watashitachi	no	desu.	kesa	
kaimashita.
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01	 らくだ	は	砂漠	に	住んで	います。
らくだ	は	さばく	に	すんで	います。
rakuda	wa	sabaku	ni	sunde	imasu.
くじら	は	海	に	住んで	います。
くじら	は	うみ	に	すんで	います。
kujira	wa	umi	ni	sunde	imasu.
猿	は	熱帯	雨林	に	住んで	います。
さる	は	ねつたい	うりん	に	すんで	います。
saru	wa	netsutai	urin	ni	sunde	imasu.

02	 ペンギン	は	南極	に	住んで	います。
ペンギン	は	なんきょく	に	すんで	います。
pengin	wa	nankyoku	ni	sunde	imasu.
とら	は	アジア	に	住んで	います。
とら	は	アジア	に	すんで	います。
tora	wa	ajia	ni	sunde	imasu.
象	は	アジア	と	アフリカ	に	住んで	います。
ぞう	は	アジア	と	アフリカ	に	すんで	います。
zou	wa	ajia	to	afurika	ni	sunde	imasu.

03	 象	は	水	の	中	に	います。
ぞう	は	みず	の	なか	に	います。
zou	wa	mizu	no	naka	ni	imasu.
とら	は	走って	います。
とら	は	はしって	います。
tora	wa	hashitte	imasu.
ペンギン	は	泳ぐ	ところ	です。
ペンギン	は	およぐ	ところ	です。
pengin	wa	oyogu	tokoro	desu.
くじら	は	泳いで	います。
くじら	は	およいで	います。
kujira	wa	oyoide	imasu.
誰か	が	らくだ	に	乗って	います。
だれか	が	らくだ	に	のって	います。
dareka	ga	rakuda	ni	notte	imasu.
猿	は	木	の	上	に	います。
さる	は	き	の	うえ	に	います。
saru	wa	ki	no	ue	ni	imasu.

04	 らくだ
らくだ
rakuda

くじら
くじら
kujira
猿
さる
saru
とら
とら
tora
象
ぞう
zou
ペンギン
ペンギン
pengin

05	 この	鳥	は	黄色	です。
この	とり	は	きいろ	です。
kono	tori	wa	kiiro	desu.
この	鳥	は	赤い	です。
この	とり	は	あかい	です。
kono	tori	wa	akai	desu.
この	鳥	は	花	の	上	に	います。
この	とり	は	はな	の	うえ	に	います。
kono	tori	wa	hana	no	ue	ni	imasu.
この	鳥	は	木	の	上	に	います。
この	とり	は	き	の	うえ	に	います。
kono	tori	wa	ki	no	ue	ni	imasu.

06	 鳥	は	緑	です。
とり	は	みどり	です。
tori	wa	midori	desu.
鳥	は	泳いで	います。
とり	は	およいで	います。
tori	wa	oyoide	imasu.
この	鳥	は	食べる	ところ	です。
この	とり	は	たべる	ところ	です。
kono	tori	wa	taberu	tokoro	desu.
彼	の	鳥	は	話す	こと	が	できます。
かれ	の	とり	は	はなす	こと	が	できます。
kare	no	tori	wa	hanasu	koto	ga	dekimasu.
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07	 茶色	の	羊	が	一匹	います。
ちゃいろ	の	ひつじ	が	いっぴき	います。
chairo	no	hitsuji	ga	ippiki	imasu.
牛	は	白	と	黒	です。
うし	は	しろ	と	くろ	です。
ushi	wa	shiro	to	kuro	desu.
あひる	は	白い	です。
あひる	は	しろい	です。
ahiru	wa	shiroi	desu.
にわとり	は	茶色	です。
にわとり	は	ちゃいろ	です。
niwatori	wa	chairo	desu.

08	 羊
ひつじ
hitsuji
牛
うし
ushi
あひる
あひる
ahiru
にわとり
にわとり
niwatori

09	 ペンギン	は	鳥	です。
ペンギン	は	とり	です。
pengin	wa	tori	desu.
にわとり	は	鳥	です。
にわとり	は	とり	です。
niwatori	wa	tori	desu.
あひる	は	鳥	です。
あひる	は	とり	です。
ahiru	wa	tori	desu.

10	 ペンギン	は、	飛ぶ	こと	は	できません	が、	上手	
に	泳ぐ	こと	は	できます。
ペンギン	は、	とぶ	こと	は	できません	が、	じょ
うず	に	およぐ	こと	は	できます。
pengin	wa,	tobu	koto	wa	dekimasen	ga,	jouzu	
ni	oyogu	koto	wa	dekimasu.

鳥	は	北	へ	飛んで	いきます。
とり	は	きた	へ	とんで	いきます。
tori	wa	kita	e	tonde	ikimasu.
この	鳥	は、	飛ぶ	こと	は	できません	が、	速く	走
る	こと	は	できます。
この	とり	は、	とぶ	こと	は	できません	が、	はや
く	はしる	こと	は	できます。
kono	tori	wa,	tobu	koto	wa	dekimasen	ga,	
hayaku	hashiru	koto	wa	dekimasu.

11	 白い	鳥	は	飛んで	います。
しろい	とり	は	とんで	います。
shiroi	tori	wa	tonde	imasu.
ペンギン	は	水	の	中	に	います。
ペンギン	は	みず	の	なか	に	います。
pengin	wa	mizu	no	naka	ni	imasu.
くじら	は	泳いで	います。
くじら	は	およいで	います。
kujira	wa	oyoide	imasu.

12	 この	鳥	は	きれい	です。
この	とり	は	きれい	です。
kono	tori	wa	kirei	desu.
この	鳥	は	みにくい	です。
この	とり	は	みにくい	です。
kono	tori	wa	minikui	desu.
この	女	の	人たち	は	きれい	です。
この	おんな	の	ひとたち	は	きれい	です。
kono	onna	no	hitotachi	wa	kirei	desu.
この	人たち	は	みにくい	です。
この	ひとたち	は	みにくい	です。
kono	hitotachi	wa	minikui	desu.

13	 私	の	猫	は	みにくい	です。
わたし	の	ねこ	は	みにくい	です。
watashi	no	neko	wa	minikui	desu.
ぼく	の	犬	は	みにくい	です。
ぼく	の	いぬ	は	みにくい	です。
boku	no	inu	wa	minikui	desu.
この	馬	は	きれい	です。
この	うま	は	きれい	です。
kono	uma	wa	kirei	desu.
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私	の	牛	は	きれい	です。
わたし	の	うし	は	きれい	です。
watashi	no	ushi	wa	kirei	desu.

14	 この	像	は	きれい	です。
この	ぞう	は	きれい	です。
kono	zou	wa	kirei	desu.
この	像	は	みにくい	です。
この	ぞう	は	みにくい	です。
kono	zou	wa	minikui	desu.
私	の	ドレス	は	きれい	です。
わたし	の	ドレス	は	きれい	です。
watashi	no	doresu	wa	kirei	desu.
私	の	ドレス	は	みにくい	です。
わたし	の	ドレス	は	みにくい	です。
watashi	no	doresu	wa	minikui	desu.

15	 誰か	が	鳥	に	さわって	います。
だれか	が	とり	に	さわって	います。
dareka	ga	tori	ni	sawatte	imasu.
誰か	が	氷	に	さわって	います。
だれか	が	こおり	に	さわって	います。
dareka	ga	koori	ni	sawatte	imasu.
誰か	が	本	に	さわって	います。
だれか	が	ほん	に	さわって	います。
dareka	ga	hon	ni	sawatte	imasu.

16	 この	植物	に	さわって	も	いいですよ。
この	しょくぶつ	に	さわって	も	いいですよ。
kono	shokubutsu	ni	sawatte	mo	iidesuyo.
この	動物	に	さわって	も	いいです	が、	気	を	つけ
て	ください。
この	どうぶつ	に	さわって	も	いいです	が、	き	を	
つけて	ください。
kono	doubutsu	ni	sawatte	mo	iidesu	ga,	ki	o	
tsukete	kudasai.
女	の	人	は	馬	に	さわって	います。
おんな	の	ひと	は	うま	に	さわって	います。
onna	no	hito	wa	uma	ni	sawatte	imasu.

17	 虫
むし
mushi

虫
むし
mushi
虫
むし
mushi
へび
へび
hebi
へび
へび
hebi
かえる
かえる
kaeru

18	 これ	を	飲む	の	は	危険	です。
これ	を	のむ	の	は	きけん	です。
kore	o	nomu	no	wa	kiken	desu.
これ	を	飲む	の	は	危険	では	ありません。
これ	を	のむ	の	は	きけん	では	ありません。
kore	o	nomu	no	wa	kiken	dewa	arimasen.
この	へび	に	さわる	の	は	危険	です。
この	へび	に	さわる	の	は	きけん	です。
kono	hebi	ni	sawaru	no	wa	kiken	desu.
この	へび	に	さわる	の	は	危険	では	ありません。
この	へび	に	さわる	の	は	きけん	では	ありま	
せん。
kono	hebi	ni	sawaru	no	wa	kiken	dewa	
arimasen.

19	 レンジ	に	さわらないで。	熱い	ですよ。
レンジ	に	さわらないで。	あつい	ですよ。
renji	ni	sawaranaide.	atsui	desuyo.
その	動物	に	さわらないで。	汚れて	いますよ。
その	どうぶつ	に	さわらないで。	よごれて	いま
すよ。
sono	doubutsu	ni	sawaranaide.	yogorete	
imasuyo.
その	かえる	に	さわらないで。	危険	ですよ。
その	かえる	に	さわらないで。	きけん	ですよ。
sono	kaeru	ni	sawaranaide.	kiken	desuyo.
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20	 この	馬	に	乗る	の	は	危険	です。
この	うま	に	のる	の	は	きけん	です。
kono	uma	ni	noru	no	wa	kiken	desu.
この	馬	に	乗る	の	は	危険	では	ありません。
この	うま	に	のる	の	は	きけん	では	ありません。
kono	uma	ni	noru	no	wa	kiken	dewa	arimasen.
ここ	で	キャンプ	を	する	の	は	危険	です。
ここ	で	キャンプ	を	する	の	は	きけん	です。
koko	de	kyanpu	o	suru	no	wa	kiken	desu.
ここ	で	キャンプ	を	する	の	は	危険	では	ありま
せん。
ここ	で	キャンプ	を	する	の	は	きけん	では	ありま
せん。
koko	de	kyanpu	o	suru	no	wa	kiken	dewa	
arimasen.

21	 この	かえる	は	きれい	です	が、	危険	です。	さわ
らないで	ください。
この	かえる	は	きれい	です	が、	きけん	です。	さ
わらないで	ください。
kono	kaeru	wa	kirei	desu	ga,	kiken	desu.	
sawaranaide	kudasai.
この	かえる	は	みにくい	です	が、	危険	では	あり
ません。	さわって	も	いいですよ。
この	かえる	は	みにくい	です	が、	きけん	では	あ
りません。	さわって	も	いいですよ。
kono	kaeru	wa	minikui	desu	ga,	kiken	dewa	
arimasen.	sawatte	mo	iidesuyo.
この	虫	は	きれい	です	が、	危険	では	ありませ
ん。	さわって	も	いいですよ。
この	むし	は	きれい	です	が、	きけん	では	ありま
せん。	さわって	も	いいですよ。
kono	mushi	wa	kirei	desu	ga,	kiken	dewa	
arimasen.	sawatte	mo	iidesuyo.
この	虫	は	みにくくて、	危険	です。	さわらない
で	ください。
この	むし	は	みにくくて、	きけん	です。	さわら
ないで	ください。
kono	mushi	wa	minikukute,	kiken	desu.	
sawaranaide	kudasai.

22	 かえる	を	みつける	こと	が	できる	と	いいな	と	思
って	います。
かえる	を	みつける	こと	が	できる	と	いいな	と	お
もって	います。
kaeru	o	mitsukeru	koto	ga	dekiru	to	iina	to	
omotte	imasu.
らくだ	に	乗る	こと	が	できる	と	いいな	と	思って	
います。
らくだ	に	のる	こと	が	できる	と	いいな	と	おもっ
て	います。
rakuda	ni	noru	koto	ga	dekiru	to	iina	to	
omotte	imasu.
さめ	と	泳ぐ	の	は	危険	です。
さめ	と	およぐ	の	は	きけん	です。
same	to	oyogu	no	wa	kiken	desu.
とら	に	さわる	の	は	危険	です。
とら	に	さわる	の	は	きけん	です。
tora	ni	sawaru	no	wa	kiken	desu.

23	 彼	は	象	の	いい	写真	を	とる	こと	が	できる	と	いい
な	と	思って	います。
かれ	は	ぞう	の	いい	しゃしん	を	とる	こと	が	でき
る	と	いいな	と	おもって	います。
kare	wa	zou	no	ii	shashin	o	toru	koto	ga	dekiru	
to	iina	to	omotte	imasu.
彼女	は	ペンギン	の	いい	写真	を	とる	こと	が	でき
る	と	いいな	と	思って	います。
かのじょ	は	ペンギン	の	いい	しゃしん	を	とる	こ
と	が	できる	と	いいな	と	おもって	います。
kanojo	wa	pengin	no	ii	shashin	o	toru	koto	ga	
dekiru	to	iina	to	omotte	imasu.
彼ら	は	さめ	の	いい	写真	を	とる	こと	が	できる	と	
いいな	と	思って	います。
かれら	は	さめ	の	いい	しゃしん	を	とる	こと	が	で
きる	と	いいな	と	おもって	います。
karera	wa	same	no	ii	shashin	o	toru	koto	ga	
dekiru	to	iina	to	omotte	imasu.

24	 この	男の子	は	虫	が	怖く	ありません。
この	おとこのこ	は	むし	が	こわく	ありません。
kono	otokonoko	wa	mushi	ga	kowaku	
arimasen.
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この	猫	は	犬	が	怖く	ありません。
この	ねこ	は	いぬ	が	こわく	ありません。
kono	neko	wa	inu	ga	kowaku	arimasen.
この	男の子	は	さめ	が	怖い	です。
この	おとこのこ	は	さめ	が	こわい	です。
kono	otokonoko	wa	same	ga	kowai	desu.
彼ら	は	へび	が	怖い	です。
かれら	は	へび	が	こわい	です。
karera	wa	hebi	ga	kowai	desu.

25	 私	は	虫	を	さわる	の	が	怖い	です。	でも	お父さん	
は	危険	では	ない	と	言います。
わたし	は	むし	を	さわる	の	が	こわい	です。	でも	
おとうさん	は	きけん	では	ない	と	いいます。
watashi	wa	mushi	o	sawaru	no	ga	kowai	desu.	
demo	otousan	wa	kiken	dewa	nai	to	iimasu.
お母さん	は、	これ	は	アフリカ	の	動物	だ	と	言い
ました。
おかあさん	は、	これ	は	アフリカ	の	どうぶつ	だ	
と	いいました。
okaasan	wa,	kore	wa	afurika	no	doubutsu	da	to	
iimashita.
ぼく	は	羊	に	さわる	の	が	怖い	です。	でも	先生	は	
危険	では	ない	と	言います。
ぼく	は	ひつじ	に	さわる	の	が	こわい	です。	でも	
せんせい	は	きけん	では	ない	と	いいます。
boku	wa	hitsuji	ni	sawaru	no	ga	kowai	desu.	
demo	sensei	wa	kiken	dewa	nai	to	iimasu.
おじいさん	は、	これ	は	オーストラリア	の	へび	
だ	と	言いました。
おじいさん	は、	これ	は	オーストラリア	の	へび	
だ	と	いいました。
ojiisan	wa,	kore	wa	oosutoraria	no	hebi	da	to	
iimashita.

26	 この	猿	は	私たち	の	です。
この	さる	は	わたしたち	の	です。
kono	saru	wa	watashitachi	no	desu.
あの	あひる	は	子供たち	の	です。
あの	あひる	は	こどもたち	の	です。
ano	ahiru	wa	kodomotachi	no	desu.

にわとり	は	私たち	の	です。
にわとり	は	わたしたち	の	です。
niwatori	wa	watashitachi	no	desu.
牛	は	彼ら	の	です。
うし	は	かれら	の	です。
ushi	wa	karera	no	desu.

27	 この	かぎ	は	佐藤	さん	の	ですか。
この	かぎ	は	さとう	さん	の	ですか。
kono	kagi	wa	satou	san	no	desuka.
はい。	私	の	です。
はい。	わたし	の	です。
hai.	watashi	no	desu.
あの	犬	は	ジョン	の	ですか。
あの	いぬ	は	ジョン	の	ですか。
ano	inu	wa	jon	no	desuka.
いいえ、	彼ら	の	です。
いいえ、	かれら	の	です。
iie,	karera	no	desu.

28	 どちら	が	ぼく	の	コップ	ですか。
どちら	が	ぼく	の	コップ	ですか。
dochira	ga	boku	no	koppu	desuka.
こちら	です。
こちら	です。
kochira	desu.
どの	席	が	私	の	ですか。
どの	せき	が	わたし	の	ですか。
dono	seki	ga	watashi	no	desuka.
あの	席	です。
あの	せき	です。
ano	seki	desu.
すみません。	これ	は	あなた	の	ですか。
すみません。	これ	は	あなた	の	ですか。
sumimasen.	kore	wa	anata	no	desuka.
はい。	ありがとう	ございます。	私	の	です。
はい。	ありがとう	ございます。	わたし	の		
です。
hai.	arigatou	gozaimasu.	watashi	no	desu.
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29	 この	スーツケース	は	あなた	の	です。
この	スーツケース	は	あなた	の	です。
kono	suutsukeesu	wa	anata	no	desu.
ボール	は	マイク	の	です。
ボール	は	マイク	の	です。
booru	wa	maiku	no	desu.
すみません。	この	かさ	は	あなた	の	ですか。
すみません。	この	かさ	は	あなた	の	ですか。
sumimasen.	kono	kasa	wa	anata	no	desuka.
コート	は	スミス	さん	たち	の	です。
コート	は	スミス	さん	たち	の	です。
kooto	wa	sumisu	san	tachi	no	desu.

30	 この	車	は	あなた	の	ですか。
この	くるま	は	あなた	の	ですか。
kono	kuruma	wa	anata	no	desuka.
いいえ、	彼ら	の	です。
いいえ、	かれら	の	です。
iie,	karera	no	desu.
この	コップ	は	私	の	ですか。
この	コップ	は	わたし	の	ですか。
kono	koppu	wa	watashi	no	desuka.
はい。	そうです。
はい。	そうです。
hai.	soudesu.
あの	子供たち	は	サラ	さん	の	お子さん	ですか。
あの	こどもたち	は	サラ	さん	の	おこさん	で	
すか。
ano	kodomotachi	wa	sara	san	no	okosan	
desuka.
いいえ、	彼ら	の	お子さん	です。
いいえ、	かれら	の	おこさん	です。
iie,	karera	no	okosan	desu.

31	 高橋	さん	の	の	ほう	が	私	の	より	大きい	です。
たかはし	さん	の	の	ほう	が	わたし	の	より	おおき
い	です。
takahashi	san	no	no	hou	ga	watashi	no	yori	
ookii	desu.

ジェニー	の	クッキー	は	おいしい	です。	でも	彼
女	の	クッキー	の	ほう	が	ジェニー	の	より	おい
しい	です。
ジェニー	の	クッキー	は	おいしい	です。	でも	か
のじょ	の	クッキー	の	ほう	が	ジェニー	の	より	
おいしい	です。
jenii	no	kukkii	wa	oishii	desu.	demo	kanojo	no	
kukkii	no	hou	ga	jenii	no	yori	oishii	desu.
あの	車	を	見て。	あの	人たち	の	車	の	ほう	が	私た
ち	の	より	汚れて	います。
あの	くるま	を	みて。	あの	ひとたち	の	くるま	の	
ほう	が	わたしたち	の	より	よごれて	います。
ano	kuruma	o	mite.	ano	hitotachi	no	kuruma	
no	hou	ga	watashitachi	no	yori	yogorete	
imasu.
彼	は	バイオリン	を	演奏して	います。	見て、	彼	
の	バイオリン	の	ほう	が	ナンシー	の	より	新し
い	です。
かれ	は	バイオリン	を	えんそうして	います。	み
て、	かれ	の	バイオリン	の	ほう	が	ナンシー	の	
より	あたらしい	です。
kare	wa	baiorin	o	ensoushite	imasu.	mite,	kare	
no	baiorin	no	hou	ga	nanshii	no	yori	atarashii	
desu.

32	 この	鳥	は	きれい	です。	どこ	の	鳥	ですか。
この	とり	は	きれい	です。	どこ	の	とり	ですか。
kono	tori	wa	kirei	desu.	doko	no	tori	desuka.
アフリカ	の	熱帯	雨林	の	鳥	です。
アフリカ	の	ねったい	うりん	の	とり	です。
afurika	no	nettai	urin	no	tori	desu.
どうしたん	ですか。
どうしたん	ですか。
doushitan	desuka.
怪我	を	したん	です。
けが	を	したん	です。
kega	o	shitan	desu.
飛ぶ	こと	が	できますか。
とぶ	こと	が	できますか。
tobu	koto	ga	dekimasuka.
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今	は	飛ぶ	こと	が	できません	が、	二週	間	後	に	は	
飛ぶ	こと	が	できる	よう	に	なりますよ。
いま	は	とぶ	こと	が	できません	が、	にしゅう	
かん	ご	に	は	とぶ	こと	が	できる	よう	に	なりま
すよ。
ima	wa	tobu	koto	ga	dekimasen	ga,	nishuu	
kan	go	ni	wa	tobu	koto	ga	dekiru	you	ni	
narimasuyo.

2.5 マイルストーン

01	 修理	できますか。
しゅうり	できますか。
shuuri	dekimasuka.
いいえ。	できません。
いいえ。	できません。
iie.	dekimasen.

02	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

03	 ウィル・	ノートン	です。	そして、	妻	の	ジュリ
ア	です。
ウィル・	ノートン	です。	そして、	つま	の	ジュ
リア	です。
uiru	nooton	desu.	soshite,	tsuma	no	juria	desu.
はじめまして。	キャサリン	です。	どうしたん	
ですか。
はじめまして。	キャサリン	です。	どうしたん	
ですか。
hajimemashite.	kyasarin	desu.	doushitan	
desuka.

04	 私たち	の	車	が	動かないん	です。	手伝って	くれ
ませんか。
わたしたち	の	くるま	が	うごかないん	です。	て
つだって	くれませんか。
watashitachi	no	kuruma	ga	ugokanain	desu.	
tetsudatte	kuremasenka.
多分	主人	が	修理	できますよ。
たぶん	しゅじん	が	しゅうり	できますよ。
tabun	shujin	ga	shuuri	dekimasuyo.

05	 ご主人	は	ここ	に	いますか。
ごしゅじん	は	ここ	に	いますか。
goshujin	wa	koko	ni	imasuka.
いいえ、	いません。	仕事場	に	います。	でも	も
うすぐ	家	に	帰ってきます。
いいえ、	いません。	しごとば	に	います。	でも	
もうすぐ	いえ	に	かえってきます。
iie,	imasen.	shigotoba	ni	imasu.	demo	mousugu	
ie	ni	kaettekimasu.
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06	 中	で	待ちませんか。
なか	で	まちませんか。
naka	de	machimasenka.
はい、	ありがとう	ございます。
はい、	ありがとう	ございます。
hai,	arigatou	gozaimasu.

07	 どうぞ。
どうぞ。
douzo.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.

08	 娘さん	ですか。
むすめさん	ですか。
musumesan	desuka.
はい。	娘	です。
はい。	むすめ	です。
hai.	musume	desu.

09	 いつ	生まれ	ましたか。
いつ	うまれ	ましたか。
itsu	umare	mashitaka.
二か月	前	に	生まれ	ました。
にかげつ	まえ	に	うまれ	ました。
nikagetsu	mae	ni	umare	mashita.

10	 ご家族	は	ここ	に	どのくらい	住んで	いますか。
ごかぞく	は	ここ	に	どのくらい	すんで	いま	
すか。
gokazoku	wa	koko	ni	donokurai	sunde	
imasuka.
私	の	家族	は	何十	年	も	ここ	に	住んで	います。
わたし	の	かぞく	は	なんじゅう	ねん	も	ここ	に	す
んで	います。
watashi	no	kazoku	wa	nanjuu	nen	mo	koko	ni	
sunde	imasu.

11	 祖父	が	七十五	年	前	に	この	家	を	建て	ました。
そふ	が	ななじゅうご	ねん	まえ	に	この	いえ	を	た
て	ました。
sofu	ga	nanajuugo	nen	mae	ni	kono	ie	o	tate	
mashita.

とても	きれいな	家	ですね。
とても	きれいな	いえ	ですね。
totemo	kireina	ie	desune.

12	 いつ	結婚	しましたか。
いつ	けっこん	しましたか。
itsu	kekkon	shimashitaka.
七	年	前	に	結婚	しました。
なな	ねん	まえ	に	けっこん	しました。
nana	nen	mae	ni	kekkon	shimashita.

13	 何	を	考えて	いますか。
なに	を	かんがえて	いますか。
nani	o	kangaete	imasuka.
私たち	の	結婚式	の	こと	を	考えて	います。
わたしたち	の	けっこんしき	の	こと	を	かんがえ
て	います。
watashitachi	no	kekkonshiki	no	koto	o	
kangaete	imasu.

14	 昼ご飯	を	一緒	に	食べませんか。
ひるごはん	を	いっしょ	に	たべませんか。
hirugohan	o	issho	ni	tabemasenka.
はい。	ありがとう	ございます。
はい。	ありがとう	ございます。
hai.	arigatou	gozaimasu.

15	 カップ	は	足りますか。
カップ	は	たりますか。
kappu	wa	tarimasuka.
はい。	足ります。
はい。	たります。
hai.	tarimasu.

16	 ノートン	さん	の	車	は	あれ	ですか。
ノートン	さん	の	くるま	は	あれ	ですか。
nooton	san	no	kuruma	wa	are	desuka.
はい。	そうです。
はい。	そうです。
hai.	soudesu.

17	 修理	できますか。
しゅうり	できますか。
shuuri	dekimasuka.
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はい。	できます。
はい。	できます。
hai.	dekimasu.

18	 ありがとう	ございました。
ありがとう	ございました。
arigatou	gozaimashita.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

19	 動きますか。
うごきますか。
ugokimasuka.
はい、	動きます。
はい、	うごきます。
hai,	ugokimasu.

3.1 コア	レッスン

01	 彼	は	奥さん	と	セーリング	を	しています。
かれ	は	おくさん	と	セーリング	を	しています。
kare	wa	okusan	to	seeringu	o	shiteimasu.
彼	は	ガールフレンド	と	公園	を	歩いて	います。
かれ	は	ガールフレンド	と	こうえん	を	あるいて	
います。
kare	wa	gaarufurendo	to	kouen	o	aruite	imasu.
彼女	は	ご主人	と	買い物	を	して	います。
かのじょ	は	ごしゅじん	と	かいもの	を	して	い
ます。
kanojo	wa	goshujin	to	kaimono	o	shite	imasu.
彼女	は	ボーイフレンド	と	スキー	を	して	い	
ます。
かのじょ	は	ボーイフレンド	と	スキー	を	して	い
ます。
kanojo	wa	booifurendo	to	sukii	o	shite	imasu.
この	夫婦	は	家	を	掃除	して	います。
この	ふうふ	は	いえ	を	そうじ	して	います。
kono	fuufu	wa	ie	o	souji	shite	imasu.
この	男	の	人	は	朝ご飯	に	ガールフレンド	と	会っ
て	います。
この	おとこ	の	ひと	は	あさごはん	に	ガールフレ
ンド	と	あって	います。
kono	otoko	no	hito	wa	asagohan	ni	
gaarufurendo	to	atte	imasu.

02	 私	の	ボーイフレンド	の	トーマス	です。
わたし	の	ボーイフレンド	の	トーマス	です。
watashi	no	booifurendo	no	toomasu	desu.
トーマス	さん、	はじめまして。
トーマス	さん、	はじめまして。
toomasu	san,	hajimemashite.
私	の	ガールフレンド	の	レベッカ	です。
わたし	の	ガールフレンド	の	レベッカ	です。
watashi	no	gaarufurendo	no	rebekka	desu.
レベッカ	さん、	はじめまして。
レベッカ	さん、	はじめまして。
rebekka	san,	hajimemashite.
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03	 彼女	は、	ボーイフレンド	の	料理	が	上手	だ	とは	
思いません。
かのじょ	は、	ボーイフレンド	の	りょうり	が	じ
ょうず	だ	とは	おもいません。
kanojo	wa,	booifurendo	no	ryouri	ga	jouzu	da	
towa	omoimasen.
彼ら	は、	彼女	の	ギター	が	上手	だ	とは	思いま
せん。
かれら	は、	かのじょ	の	ギター	が	じょうず	だ	と
は	おもいません。
karera	wa,	kanojo	no	gitaa	ga	jouzu	da	towa	
omoimasen.
彼	は、	誰	も	家	に	いない	と	思います。
かれ	は、	だれ	も	いえ	に	いない	と	おもいます。
kare	wa,	dare	mo	ie	ni	inai	to	omoimasu.
私	は、	コート	が	ここ	に	ある	と	思います。
わたし	は、	コート	が	ここ	に	ある	と	おもい	
ます。
watashi	wa,	kooto	ga	koko	ni	aru	to	omoimasu.

04	 私	は、	ガールフレンド	が	図書館	に	いる	と	思い
ます。
わたし	は、	ガールフレンド	が	としょかん	に	い
る	と	おもいます。
watashi	wa,	gaarufurendo	ga	toshokan	ni	iru	to	
omoimasu.
彼ら	は、	娘	が	寝て	いる	と	思います。
かれら	は、	むすめ	が	ねて	いる	と	おもいます。
karera	wa,	musume	ga	nete	iru	to	omoimasu.
私	は、	自分たち	の	車	が	レストラン	の	近く	に	あ
る	と	思います。
わたし	は、	じぶんたち	の	くるま	が	レストラン	
の	ちかく	に	ある	と	おもいます。
watashi	wa,	jibuntachi	no	kuruma	ga	resutoran	
no	chikaku	ni	aru	to	omoimasu.

05	 私	は、	この	車	を	修理できる	と	思います。
わたし	は、	この	くるま	を	しゅうりできる	と	お
もいます。
watashi	wa,	kono	kuruma	o	shuuridekiru	to	
omoimasu.

私	は、	明日	雨	が	降る	とは	思いません。
わたし	は、	あした	あめ	が	ふる	とは	おもいま
せん。
watashi	wa,	ashita	ame	ga	furu	towa	
omoimasen.
私	は、	ここ	が	食べる	には	いい	場所	だ	と	思い
ます。
わたし	は、	ここ	が	たべる	には	いい	ばしょ	だ	と	
おもいます。
watashi	wa,	koko	ga	taberu	niwa	ii	basho	da	to	
omoimasu.
私	は、	もうすぐ	雪	が	降る	と	思います。
わたし	は、	もうすぐ	ゆき	が	ふる	と	おもい	
ます。
watashi	wa,	mousugu	yuki	ga	furu	to	
omoimasu.

06	 私たち	の	チーム	が	負ける	と	思いますか。
わたしたち	の	チーム	が	まける	と	おもいま	
すか。
watashitachi	no	chiimu	ga	makeru	to	
omoimasuka.
はい。	負ける	と	思います。
はい。	まける	と	おもいます。
hai.	makeru	to	omoimasu.
私たち	の	チーム	が	勝つ	と	思いますか。
わたしたち	の	チーム	が	かつ	と	おもいますか。
watashitachi	no	chiimu	ga	katsu	to	
omoimasuka.
はい。	勝つ	と	思います。
はい。	かつ	と	おもいます。
hai.	katsu	to	omoimasu.

07	 私	の	ボーイフレンド	の	ニコラス	を	ご存知	で	
すか。
わたし	の	ボーイフレンド	の	ニコラス	を	ごぞん
じ	ですか。
watashi	no	booifurendo	no	nikorasu	o	gozonji	
desuka.
はい。	以前	同じ	会社	で	働いて	いました。
はい。	いぜん	おなじ	かいしゃ	で	はたらいて	い
ました。
hai.	izen	onaji	kaisha	de	hataraite	imashita.
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私	の	ガールフレンド	の	マリア	を	ご存知	で	
すか。
わたし	の	ガールフレンド	の	マリア	を	ごぞんじ	
ですか。
watashi	no	gaarufurendo	no	maria	o	gozonji	
desuka.
いいえ。	マリア	さん、	はじめまして。
いいえ。	マリア	さん、	はじめまして。
iie.	maria	san,	hajimemashite.

08	 私	の	友達	の	ルイス	です。	ご存知	ですか。
わたし	の	ともだち	の	ルイス	です。	ごぞんじ	で
すか。
watashi	no	tomodachi	no	ruisu	desu.	gozonji	
desuka.
いいえ、	知りません。
いいえ、	しりません。
iie,	shirimasen.
スザンヌ	です。
スザンヌ	です。
suzannu	desu.
スザンヌ	さん、	はじめまして。
スザンヌ	さん、	はじめまして。
suzannu	san,	hajimemashite.
ルイス	さん、	はじめまして。
ルイス	さん、	はじめまして。
ruisu	san,	hajimemashite.

09	 ジョン	さん。	ニューヨーク	で	何	を	して	いま	
すか。
ジョン	さん。	ニューヨーク	で	なに	を	して	いま
すか。
jon	san.	nyuuyooku	de	nani	o	shite	imasuka.
今、	ここ	に	住んで	います。
いま、	ここ	に	すんで	います。
ima,	koko	ni	sunde	imasu.
妻	の	ジュリア	を	ご存知	ですか。
つま	の	ジュリア	を	ごぞんじ	ですか。
tsuma	no	juria	o	gozonji	desuka.
いいえ。	ジョン	です。
いいえ。	ジョン	です。
iie.	jon	desu.

ジョン	さん、	はじめまして。
ジョン	さん、	はじめまして。
jon	san,	hajimemashite.
ジュリア	さん、	はじめまして。
ジュリア	さん、	はじめまして。
juria	san,	hajimemashite.

10	 あの	人	は、	彼女	の	ボーイフレンド	ですか。
あの	ひと	は、	かのじょ	の	ボーイフレンド	で
すか。
ano	hito	wa,	kanojo	no	booifurendo	desuka.
はい。	彼ら	は	来年	結婚する	と	思います。
はい。	かれら	は	らいねん	けっこんする	と	おも
います。
hai.	karera	wa	rainen	kekkonsuru	to	
omoimasu.
あの	人	は、	彼	の	奥さん	だ	と	思いますか。
あの	ひと	は、	かれ	の	おくさん	だ	と	おもいま
すか。
ano	hito	wa,	kare	no	okusan	da	to	
omoimasuka.
いいえ。	彼	は	結婚して	いません。	ガールフレ
ンド	です。
いいえ。	かれ	は	けっこんして	いません。	ガー
ルフレンド	です。
iie.	kare	wa	kekkonshite	imasen.	gaarufurendo	
desu.

11	 彼ら	は、	算数	が	面白い	と	思います。
かれら	は、	さんすう	が	おもしろい	と	おもい
ます。
karera	wa,	sansuu	ga	omoshiroi	to	omoimasu.
彼ら	は、	歴史	が	つまらない	と	思います。
かれら	は、	れきし	が	つまらない	と	おもい	
ます。
karera	wa,	rekishi	ga	tsumaranai	to	omoimasu.
彼女	の	本	は	とても	面白い	です。
かのじょ	の	ほん	は	とても	おもしろい	です。
kanojo	no	hon	wa	totemo	omoshiroi	desu.
彼	の	本	は	とても	つまらない	です。
かれ	の	ほん	は	とても	つまらない	です。
kare	no	hon	wa	totemo	tsumaranai	desu.
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12	 彼女	は、	この	博物館	が	とても	つまらない	と	思
います。
かのじょ	は、	この	はくぶつかん	が	とても	つま
らない	と	おもいます。
kanojo	wa,	kono	hakubutsukan	ga	totemo	
tsumaranai	to	omoimasu.
彼	は、	理科	が	とても	面白い	と	思います。
かれ	は、	りか	が	とても	おもしろい	と	おもい
ます。
kare	wa,	rika	ga	totemo	omoshiroi	to	
omoimasu.
彼	には、	本	は	とても	面白い	です	が、	テレビ	は	
つまらない	です。
かれ	には、	ほん	は	とても	おもしろい	です	が、	
テレビ	は	つまらない	です。
kare	niwa,	hon	wa	totemo	omoshiroi	desu	ga,	
terebi	wa	tsumaranai	desu.
男	の	人たち	には、	この	試合	は	とても	面白い	で
す	が、	ガールフレンドたち	には	つまらない	
です。
おとこ	の	ひとたち	には、	この	しあい	は	とても	
おもしろい	です	が、	ガールフレンドたち	に
は	つまらない	です。
otoko	no	hitotachi	niwa,	kono	shiai	wa	totemo	
omoshiroi	desu	ga,	gaarufurendotachi	niwa	
tsumaranai	desu.

13	 この	本	は	面白い	です。
この	ほん	は	おもしろい	です。
kono	hon	wa	omoshiroi	desu.
この	映画	は	つまらない	です。
この	えいが	は	つまらない	です。
kono	eiga	wa	tsumaranai	desu.
この	本	は	つまらない	です。
この	ほん	は	つまらない	です。
kono	hon	wa	tsumaranai	desu.
この	映画	は	面白い	です。
この	えいが	は	おもしろい	です。
kono	eiga	wa	omoshiroi	desu.

14	 哲夫	を	ご存知	ですか。
てつお	を	ごぞんじ	ですか。
tetsuo	o	gozonji	desuka.

はい。	知って	います。	私	の	生徒	です。
はい。	しって	います。	わたし	の	せいと	です。
hai.	shitte	imasu.	watashi	no	seito	desu.
いつ	会いましたか。
いつ	あいましたか。
itsu	aimashitaka.
三ヵ月	前	に	会いました。
さんかげつ	まえ	に	あいました。
sankagetsu	mae	ni	aimashita.

15	 どこ	で	ダニエル	に	会いましたか。
どこ	で	ダニエル	に	あいましたか。
doko	de	danieru	ni	aimashitaka.
同じ	大学	の	学生	でした。
おなじ	だいがく	の	がくせい	でした。
onaji	daigaku	no	gakusei	deshita.
いつ	会いましたか。
いつ	あいましたか。
itsu	aimashitaka.
二年	前	に	会いました。
にねん	まえ	に	あいました。
ninen	mae	ni	aimashita.

16	 いつ	お父さん	と	会いましたか。
いつ	おとうさん	と	あいましたか。
itsu	otousan	to	aimashitaka.
お父さん	が	ローマ	に	いた	時	に	会いました。	私	
は	そこ	で	働いて	いました。
おとうさん	が	ローマ	に	いた	とき	に	あいまし
た。	わたし	は	そこ	で	はたらいて	いました。
otousan	ga	rooma	ni	ita	toki	ni	aimashita.	
watashi	wa	soko	de	hataraite	imashita.
どこ	で	会いましたか。
どこ	で	あいましたか。
doko	de	aimashitaka.
私	が	働いて	いた	カフェ	で	会いました。
わたし	が	はたらいて	いた	カフェ	で	あいま	
した。
watashi	ga	hataraite	ita	kafe	de	aimashita.

17	 彼女	は	二十五年	前	に	美術	を	教え始めました。
かのじょ	は	にじゅうごねん	まえ	に	びじゅつ	を	
おしえはじめました。
kanojo	wa	nijuugonen	mae	ni	bijutsu	o	
oshiehajimemashita.
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彼女	は	二十五年間	美術	を	教えて	います。
かのじょ	は	にじゅうごねんかん	びじゅつ	を	お
しえて	います。
kanojo	wa	nijuugonenkan	bijutsu	o	oshiete	
imasu.
彼ら	は	五十年	前	に	結婚	しました。
かれら	は	ごじゅうねん	まえ	に	けっこん	しま
した。
karera	wa	gojuunen	mae	ni	kekkon	shimashita.
私たち	は	五十年間	結婚して	います。
わたしたち	は	ごじゅうねんかん	けっこんして	
います。
watashitachi	wa	gojuunenkan	kekkonshite	
imasu.

18	 ジョン	さん	の	ガールフレンド	は、	もう	この	本	
を	読みましたか。
ジョン	さん	の	ガールフレンド	は、	もう	この	ほ
ん	を	よみましたか。
jon	san	no	gaarufurendo	wa,	mou	kono	hon	o	
yomimashitaka.
はい。	もう	読みました。
はい。	もう	よみました。
hai.	mou	yomimashita.
ジェニー	さん	の	ボーイフレンド	は、	もう	食器
洗浄器	を	修理	しましたか。
ジェニー	さん	の	ボーイフレンド	は、	もう	しょ
っきせんじょうき	を	しゅうり	しましたか。
jenii	san	no	booifurendo	wa,	mou	
shokkisenjouki	o	shuuri	shimashitaka.
いいえ。	まだ	修理して	いません。
いいえ。	まだ	しゅうりして	いません。
iie.	mada	shuurishite	imasen.
今年、	本	を	何冊	読みましたか。
ことし、	ほん	を	なんさつ	よみましたか。
kotoshi,	hon	o	nansatsu	yomimashitaka.
十冊	読みました。	二冊	は	とても	面白かった	
です。
じゅっさつ	よみました。	にさつ	は	とても	おも
しろかった	です。
jussatsu	yomimashita.	nisatsu	wa	totemo	
omoshirokatta	desu.

19	 今週	ぼく	は、	二回	も	自分	の	部屋	を	掃除	しま	
した。
こんしゅう	ぼく	は、	にかい	も	じぶん	の	へや	を	
そうじ	しました。
konshuu	boku	wa,	nikai	mo	jibun	no	heya	o	
souji	shimashita.
今月	両親	は、	四回	も	私	に	手紙	を	書いて	くれま
した。
こんげつ	りょうしん	は、	よんかい	も	わたし	に	
てがみ	を	かいて	くれました。
kongetsu	ryoushin	wa,	yonkai	mo	watashi	ni	
tegami	o	kaite	kuremashita.
今日	私	は、	もう	ピアノ	を	練習しました。
きょう	わたし	は、	もう	ピアノ	を	れんしゅうし
ました。
kyou	watashi	wa,	mou	piano	o	
renshuushimashita.
いいえ、	結構	です。	今日	は	もう	昼食	を	食べま
した。
いいえ、	けっこう	です。	きょう	は	もう	ちゅう
しょく	を	たべました。
iie,	kekkou	desu.	kyou	wa	mou	chuushoku	o	
tabemashita.

20	 ここ	で	泳ぐ	こと	は	危険	です。
ここ	で	およぐ	こと	は	きけん	です。
koko	de	oyogu	koto	wa	kiken	desu.
ここ	で	スキー	を	する	こと	は	危険	では	ありま
せん。
ここ	で	スキー	を	する	こと	は	きけん	では	ありま
せん。
koko	de	sukii	o	suru	koto	wa	kiken	dewa	
arimasen.
彼	は	運動する	こと	が	好き	です。
かれ	は	うんどうする	こと	が	すき	です。
kare	wa	undousuru	koto	ga	suki	desu.
私	は、	ゴルフ	を	する	こと	より	踊る	こと	の	ほう	
が	好き	です。
わたし	は、	ゴルフ	を	する	こと	より	おどる	こと	
の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa,	gorufu	o	suru	koto	yori	odoru	koto	
no	hou	ga	suki	desu.
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21	 砂漠	で	水	を	たくさん	飲む	こと	は	大事	です。
さばく	で	みず	を	たくさん	のむ	こと	は	だいじ	
です。
sabaku	de	mizu	o	takusan	nomu	koto	wa	daiji	
desu.
薬	を	飲む	こと	は	大事	です。
くすり	を	のむ	こと	は	だいじ	です。
kusuri	o	nomu	koto	wa	daiji	desu.
料理する	前	に、	手	を	洗う	こと	は	大事	です。
りょうりする	まえ	に、	て	を	あらう	こと	は	だい
じ	です。
ryourisuru	mae	ni,	te	o	arau	koto	wa	daiji	desu.
空港	に	早く	到着する	こと	は	大事	です。
くうこう	に	はやく	とうちゃくする	こと	は	だい
じ	です。
kuukou	ni	hayaku	touchakusuru	koto	wa	daiji	
desu.

22	 どうして	勉強する	こと	は	大事なん	ですか。
どうして	べんきょうする	こと	は	だいじなん	で
すか。
doushite	benkyousuru	koto	wa	daijinan	
desuka.
いい	大学	に	行ける	ように	なる	から	です。
いい	だいがく	に	いける	ように	なる	から	です。
ii	daigaku	ni	ikeru	youni	naru	kara	desu.
どうして	歯	を	みがく	こと	は	大事なん	ですか。
どうして	は	を	みがく	こと	は	だいじなん	で	
すか。
doushite	ha	o	migaku	koto	wa	daijinan	desuka.
歯	が	きれい	に	なって、	白く	なる	から	です。
は	が	きれい	に	なって、	しろく	なる	から	です。
wa	ga	kirei	ni	natte,	shiroku	naru	kara	desu.
この	紙	は	大事	ですか。
この	かみ	は	だいじ	ですか。
kono	kami	wa	daiji	desuka.
いいえ、	大事	では	ありません。
いいえ、	だいじ	では	ありません。
iie,	daiji	dewa	arimasen.

23	 算数	は	面白くて、	大事	だ	と	思います。
さんすう	は	おもしろくて、	だいじ	だ	と	おもい
ます。
sansuu	wa	omoshirokute,	daiji	da	to	
omoimasu.
運動する	こと	は	大事	だ	と	知って	います	が、	つ
まらない	と	思います。
うんどうする	こと	は	だいじ	だ	と	しって	います	
が、	つまらない	と	おもいます。
undousuru	koto	wa	daiji	da	to	shitte	imasu	ga,	
tsumaranai	to	omoimasu.
野菜	を	食べる	こと	は	大事	だ	と	知って	います	
が、	好き	では	ありません。
やさい	を	たべる	こと	は	だいじ	だ	と	しって	いま
す	が、	すき	では	ありません。
yasai	o	taberu	koto	wa	daiji	da	to	shitte	imasu	
ga,	suki	dewa	arimasen.
日本語	を	勉強する	こと	は	大事	で、	面白い	と	思
います。
にほんご	を	べんきょうする	こと	は	だいじ	で、	
おもしろい	と	おもいます。
nihongo	o	benkyousuru	koto	wa	daiji	de,	
omoshiroi	to	omoimasu.

24	 これ	は	間違った	色	です。
これ	は	まちがった	いろ	です。
kore	wa	machigatta	iro	desu.
これ	は	正しい	色	です。
これ	は	ただしい	いろ	です。
kore	wa	tadashii	iro	desu.
これ	は	間違った	電話番号	です。
これ	は	まちがった	でんわばんごう	です。
kore	wa	machigatta	denwabangou	desu.
これ	は	正しい	電話番号	です。
これ	は	ただしい	でんわばんごう	です。
kore	wa	tadashii	denwabangou	desu.

25	 スキー	を	する	には	合わない	服	です。
スキー	を	する	には	あわない	ふく	です。
sukii	o	suru	niwa	awanai	fuku	desu.
泳ぐ	のに	合った	服	です。
およぐ	のに	あった	ふく	です。
oyogu	noni	atta	fuku	desu.
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ゴルフ	を	する	には	合わない	ボール	です。
ゴルフ	を	する	には	あわない	ボール	です。
gorufu	o	suru	niwa	awanai	booru	desu.
サッカー	を	する	のに	合った	ボール	です。
サッカー	を	する	のに	あった	ボール	です。
sakkaa	o	suru	noni	atta	booru	desu.
この	テーブル	は、	この	男	の	人	に	合わない	大き
さ	です。
この	テーブル	は、	この	おとこ	の	ひと	に	あわな
い	おおきさ	です。
kono	teeburu	wa,	kono	otoko	no	hito	ni	
awanai	ookisa	desu.
この	テーブル	は、	この	女の子	に	合った	大きさ	
です。
この	テーブル	は、	この	おんなのこ	に	あった	お
おきさ	です。
kono	teeburu	wa,	kono	onnanoko	ni	atta	
ookisa	desu.

26	 私たち	は	間違った	建物	に	いる	と	思います。
わたしたち	は	まちがった	たてもの	に	いる	と	お
もいます。
watashitachi	wa	machigatta	tatemono	ni	iru	to	
omoimasu.
あれ	が	正しい	建物	です。	あそこ	に	行かなけれ
ば	いけません。
あれ	が	ただしい	たてもの	です。	あそこ	に	いか
なければ	いけません。
are	ga	tadashii	tatemono	desu.	asoko	ni	
ikanakereba	ikemasen.
これ	は、	今	の	天気	に	合った	コート	です。
これ	は、	いま	の	てんき	に	あった	コート	です。
kore	wa,	ima	no	tenki	ni	atta	kooto	desu.
それ	は、	今	の	天気	に	合わない	帽子	です。
それ	は、	いま	の	てんき	に	あわない	ぼうし		
です。
sore	wa,	ima	no	tenki	ni	awanai	boushi	desu.

27	 今夜	私たち	は、	新しい	レストラン	を	予約して	
います。
こんや	わたしたち	は、	あたらしい	レストラン	
を	よやくして	います。
konya	watashitachi	wa,	atarashii	resutoran	o	
yoyakushite	imasu.

これ	は	間違った	レストラン	だ	と	思います。
これ	は	まちがった	レストラン	だ	と	おもい	
ます。
kore	wa	machigatta	resutoran	da	to	omoimasu.
これ	が	正しい	レストラン	です。
これ	が	ただしい	レストラン	です。
kore	ga	tadashii	resutoran	desu.
これ	は	合わない	お皿	ですね。
これ	は	あわない	おさら	ですね。
kore	wa	awanai	osara	desune.
この	お皿	は	どう	ですか。
この	おさら	は	どう	ですか。
kono	osara	wa	dou	desuka.
合いますね。	ありがとう	ございます。
あいますね。	ありがとう	ございます。
aimasune.	arigatou	gozaimasu.

28	 お金	が	足りたら、	これ	を	買います。
おかね	が	たりたら、	これ	を	かいます。
okane	ga	taritara,	kore	o	kaimasu.
晴れたら、	海	で	泳ぎます。
はれたら、	うみ	で	およぎます。
haretara,	umi	de	oyogimasu.
彼	が	ボール	を	とったら、	彼	の	チーム	は	試合	に	
勝つ	でしょう。
かれ	が	ボール	を	とったら、	かれ	の	チーム	は	し
あい	に	かつ	でしょう。
kare	ga	booru	o	tottara,	kare	no	chiimu	wa	
shiai	ni	katsu	deshou.

29	 どうして	練習する	こと	は	大事なん	ですか。
どうして	れんしゅうする	こと	は	だいじなん	で
すか。
doushite	renshuusuru	koto	wa	daijinan	desuka.
練習したら、	上手	に	演奏できる	ように	なりま
すよ。
れんしゅうしたら、	じょうず	に	えんそうでき
る	ように	なりますよ。
renshuushitara,	jouzu	ni	ensoudekiru	youni	
narimasuyo.
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どうして	日本語	を	勉強する	こと	は	大事なん	で
すか。
どうして	にほんご	を	べんきょうする	こと	は	だ
いじなん	ですか。
doushite	nihongo	o	benkyousuru	koto	wa	
daijinan	desuka.
日本語	を	勉強したら、	話せる	ように	なり	
ます。
にほんご	を	べんきょうしたら、	はなせる	よう
に	なります。
nihongo	o	benkyoushitara,	hanaseru	youni	
narimasu.

30	 これ	が	十	だったら、	私	が	勝ちます。
これ	が	じゅう	だったら、	わたし	が	かちます。
kore	ga	juu	dattara,	watashi	ga	kachimasu.
七	だった	ので、	負けました。
なな	だった	ので、	まけました。
nana	datta	node,	makemashita.
雪	が	降ったら、	スキー	を	します。
ゆき	が	ふったら、	スキー	を	します。
yuki	ga	futtara,	sukii	o	shimasu.
雪	が	降った	ので、	スキー	を	します。
ゆき	が	ふった	ので、	スキー	を	します。
yuki	ga	futta	node,	sukii	o	shimasu.
自分	の	部屋	を	掃除したら、	一緒	に	ゲーム	を	し
ます。
じぶん	の	へや	を	そうじしたら、	いっしょ	に	ゲ
ーム	を	します。
jibun	no	heya	o	soujishitara,	issho	ni	geemu	o	
shimasu.
部屋	を	掃除した	ので、	一緒	に	ゲーム	を	し	
ます。
へや	を	そうじした	ので、	いっしょ	に	ゲーム	を	
します。
heya	o	soujishita	node,	issho	ni	geemu	o	
shimasu.

31	 彼女	は	お金	が	あります。
かのじょ	は	おかね	が	あります。
kanojo	wa	okane	ga	arimasu.
彼	は	お金	が	ありません。
かれ	は	おかね	が	ありません。
kare	wa	okane	ga	arimasen.

私	の	ガールフレンド	は	たくさん	髪	が	あり	
ます。
わたし	の	ガールフレンド	は	たくさん	かみ	が	あ
ります。
watashi	no	gaarufurendo	wa	takusan	kami	ga	
arimasu.
私	の	ボーイフレンド	は	髪	が	ありません。
わたし	の	ボーイフレンド	は	かみ	が	ありま	
せん。
watashi	no	booifurendo	wa	kami	ga	arimasen.

32	 彼	は	今年、	まだ	新しい	服	を	買って	いません。
かれ	は	ことし、	まだ	あたらしい	ふく	を	かって	
いません。
kare	wa	kotoshi,	mada	atarashii	fuku	o	katte	
imasen.
私	は	今日、	まだ	本	を	読んで	いません。
わたし	は	きょう、	まだ	ほん	を	よんで	いま	
せん。
watashi	wa	kyou,	mada	hon	o	yonde	imasen.
ぼくたち	は	この	秋、	まだ	試合	に	勝って	いま
せん。
ぼくたち	は	この	あき、	まだ	しあい	に	かって	い
ません。
bokutachi	wa	kono	aki,	mada	shiai	ni	katte	
imasen.

33	 もう	野菜	を	食べましたか。
もう	やさい	を	たべましたか。
mou	yasai	o	tabemashitaka.
いいえ、	まだ	全然	食べて	いません。
いいえ、	まだ	ぜんぜん	たべて	いません。
iie,	mada	zenzen	tabete	imasen.
全部	食べて	ください。
ぜんぶ	たべて	ください。
zenbu	tabete	kudasai.
私	の	友達	に	会った	こと	が	ありますか。
わたし	の	ともだち	に	あった	こと	が	ありま	
すか。
watashi	no	tomodachi	ni	atta	koto	ga	
arimasuka.
いいえ、	まだ	誰	にも	会って	いません。
いいえ、	まだ	だれ	にも	あって	いません。
iie,	mada	dare	nimo	atte	imasen.
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友達	の	エミリー	と	サマンサ	と	アン	ソニー	と	マ
シュー	です。
ともだち	の	エミリー	と	サマンサ	と	アン	ソニー	
と	マシュー	です。
tomodachi	no	emirii	to	samansa	to	an	sonii	to	
mashuu	desu.

34	 くつ	が	見つかりません。
くつ	が	みつかりません。
kutsu	ga	mitsukarimasen.
部屋	を	掃除したら、	多分	見つかりますよ。
へや	を	そうじしたら、	たぶん	みつかりま	
すよ。
heya	o	soujishitara,	tabun	mitsukarimasuyo.
どこ	に	有名な	像	が	ある	のか	知って	いますか。
どこ	に	ゆうめいな	ぞう	が	ある	のか	しって	いま
すか。
doko	ni	yuumeina	zou	ga	aru	noka	shitte	
imasuka.
町	の	中心部	に	行ったら、	見つかりますよ。
まち	の	ちゅうしんぶ	に	いったら、	みつかりま
すよ。
machi	no	chuushinbu	ni	ittara,	
mitsukarimasuyo.

35	 どこ	で	お母さん	に	会いましたか。
どこ	で	おかあさん	に	あいましたか。
doko	de	okaasan	ni	aimashitaka.
私	は	中国	に	行って	いました。	お母さん	は	そこ	
に	住んで	いました。
わたし	は	ちゅうごく	に	いって	いました。	おか
あさん	は	そこ	に	すんで	いました。
watashi	wa	chuugoku	ni	itte	imashita.	okaasan	
wa	soko	ni	sunde	imashita.
中国語	を	勉強する	のは	面白かった	ですか。
ちゅうごくご	を	べんきょうする	のは	おもしろ
かった	ですか。
chuugokugo	o	benkyousuru	nowa	
omoshirokatta	desuka.
はい。	お母さん	が	勉強する	の	を	手伝って	くれ
ました。
はい。	おかあさん	が	べんきょうする	の	を	てつ
だって	くれました。
hai.	okaasan	ga	benkyousuru	no	o	tetsudatte	
kuremashita.

中国語	を	勉強する	のは	大事	ですか。
ちゅうごくご	を	べんきょうする	のは	だいじ	で
すか。
chuugokugo	o	benkyousuru	nowa	daiji	desuka.
はい。	中国語	を	話せたら、	たくさん	の	人	と	話
せる	ように	なりますよ。
はい。	ちゅうごくご	を	はなせたら、	たくさん	
の	ひと	と	はなせる	ように	なりますよ。
hai.	chuugokugo	o	hanasetara,	takusan	no	hito	
to	hanaseru	youni	narimasuyo.
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01	 彼	は	熱帯雨林	に	住んで	います。
かれ	は	ねったいうりん	に	すんで	います。
kare	wa	nettaiurin	ni	sunde	imasu.
彼ら	は	旅行	で	熱帯雨林	に	来て	います。
かれら	は	りょこう	で	ねったいうりん	に	きて	い
ます。
karera	wa	ryokou	de	nettaiurin	ni	kite	imasu.
この	男	の	人	は	砂漠	に	住んで	います。
この	おとこ	の	ひと	は	さばく	に	すんで	います。
kono	otoko	no	hito	wa	sabaku	ni	sunde	imasu.
この	家族	は	旅行	で	砂漠	に	来て	います。
この	かぞく	は	りょこう	で	さばく	に	きて	い	
ます。
kono	kazoku	wa	ryokou	de	sabaku	ni	kite	
imasu.

02	 今年	の	夏	に	家族	で	旅行	を	しますか。
ことし	の	なつ	に	かぞく	で	りょこう	を	しま	
すか。
kotoshi	no	natsu	ni	kazoku	de	ryokou	o	
shimasuka.
はい。	私たち	は	メキシコ	の	海	に	行く	つもり	
です。
はい。	わたしたち	は	メキシコ	の	うみ	に	いく	つ
もり	です。
hai.	watashitachi	wa	mekishiko	no	umi	ni	iku	
tsumori	desu.
日本語	が	上手	ですね。	ここ	に	住んで	いま	
すか。
にほんご	が	じょうず	ですね。	ここ	に	すんで	い
ますか。
nihongo	ga	jouzu	desune.	koko	ni	sunde	
imasuka.
いいえ、	私	は	旅行	中	です。
いいえ、	わたし	は	りょこう	ちゅう	です。
iie,	watashi	wa	ryokou	chuu	desu.

03	 彼ら	は	ドル	を	持って	います	が、	私	は	円	しか	持
って	いません。
かれら	は	ドル	を	もって	います	が、	わたし	は	え
ん	しか	もって	いません。
karera	wa	doru	o	motte	imasu	ga,	watashi	wa	
en	shika	motte	imasen.
彼女	は	サラダ	と	サンドイッチ	を	食べて	います	
が、	私	は	サラダ	しか	食べて	いません。
かのじょ	は	サラダ	と	サンドイッチ	を	たべて	
います	が、	わたし	は	サラダ	しか	たべて	いま
せん。
kanojo	wa	sarada	to	sandoicchi	o	tabete	imasu	
ga,	watashi	wa	sarada	shika	tabete	imasen.
彼	は	ナイフ	と	フォーク	を	持って	います	が、	私	
は	フォーク	しか	持って	いません。
かれ	は	ナイフ	と	フォーク	を	もって	います	が、	
わたし	は	フォーク	しか	もって	いません。
kare	wa	naifu	to	fooku	o	motte	imasu	ga,	
watashi	wa	fooku	shika	motte	imasen.
彼	は	本	を	四冊	持って	います	が、	ぼく	は	三冊	し
か	持って	いません。
かれ	は	ほん	を	よんさつ	もって	います	が、	ぼく	
は	さんさつ	しか	もって	いません。
kare	wa	hon	o	yonsatsu	motte	imasu	ga,	boku	
wa	sansatsu	shika	motte	imasen.

04	 くつ	が	片方	しか	ありません。
くつ	が	かたほう	しか	ありません。
kutsu	ga	katahou	shika	arimasen.
スプーン	しか	いりません。
スプーン	しか	いりません。
supuun	shika	irimasen.
タオル	を	一枚	しか	持って	こなかったん	で	
すか。
タオル	を	いちまい	しか	もって	こなかったん	で
すか。
taoru	o	ichimai	shika	motte	konakattan	
desuka.
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05	 ぼく	は	いろいろな	野菜	が	好き	です	が、	弟	は	に
んじん	しか	好き	では	ありません。
ぼく	は	いろいろな	やさい	が	すき	です	が、	おと
うと	は	にんじん	しか	すき	では	ありません。
boku	wa	iroirona	yasai	ga	suki	desu	ga,	otouto	
wa	ninjin	shika	suki	dewa	arimasen.
お父さん	は	いつも	腕時計	を	して	います	が、	お
母さん	は	運動する	時	しか	腕時計	を	しま	
せん。
おとうさん	は	いつも	うでどけい	を	して	います	
が、	おかあさん	は	うんどうする	とき	しか	う
でどけい	を	しません。
otousan	wa	itsumo	udedokei	o	shite	imasu	ga,	
okaasan	wa	undousuru	toki	shika	udedokei	o	
shimasen.
私	の	家族	は	旅行	で	山	に	行きません。	海	しか	行
きません。
わたし	の	かぞく	は	りょこう	で	やま	に	いきませ
ん。	うみ	しか	いきません。
watashi	no	kazoku	wa	ryokou	de	yama	ni	
ikimasen.	umi	shika	ikimasen.

06	 野菜	を	売って	いますか。
やさい	を	うって	いますか。
yasai	o	utte	imasuka.
いいえ、	果物	しか	売って	いません。
いいえ、	くだもの	しか	うって	いません。
iie,	kudamono	shika	utte	imasen.
果物	を	売って	いますか。
くだもの	を	うって	いますか。
kudamono	o	utte	imasuka.
いいえ、	野菜	しか	売って	いません。
いいえ、	やさい	しか	うって	いません。
iie,	yasai	shika	utte	imasen.

07	 ドル	は	通貨	の	一種	です。
ドル	は	つうか	の	いっしゅ	です。
doru	wa	tsuuka	no	isshu	desu.
ユーロ	は	通貨	の	一種	です。
ユーロ	は	つうか	の	いっしゅ	です。
yuuro	wa	tsuuka	no	isshu	desu.

円	は	通貨	の	一種	です。
えん	は	つうか	の	いっしゅ	です。
en	wa	tsuuka	no	isshu	desu.

08	 ユーロ	しか	ありません。	日本	で、	円	に	両替し
なければ	いけません。
ユーロ	しか	ありません。	にほん	で、	えん	に		
りょうがえしなければ	いけません。
yuuro	shika	arimasen.	nihon	de,	en	ni	
ryougaeshinakereba	ikemasen.
空港	で	ユーロ	を	両替	できますよ。
くうこう	で	ユーロ	を	りょうがえ	できますよ。
kuukou	de	yuuro	o	ryougae	dekimasuyo.
ポンド	が	いります	が、	ドル	しか	ありません。
ポンド	が	いります	が、	ドル	しか	ありません。
pondo	ga	irimasu	ga,	doru	shika	arimasen.
あの	銀行	で	両替	できますよ。
あの	ぎんこう	で	りょうがえ	できますよ。
ano	ginkou	de	ryougae	dekimasuyo.
どこ	で	両替	できますか。
どこ	で	りょうがえ	できますか。
doko	de	ryougae	dekimasuka.
電車	の	駅	で	両替	できますよ。
でんしゃ	の	えき	で	りょうがえ	できますよ。
densha	no	eki	de	ryougae	dekimasuyo.

09	 ここ	で	ユーロ	を	ドル	に	両替	できますか。
ここ	で	ユーロ	を	ドル	に	りょうがえ	できま	
すか。
koko	de	yuuro	o	doru	ni	ryougae	dekimasuka.
はい、	ユーロ	を	ドル	に	両替	できますよ。
はい、	ユーロ	を	ドル	に	りょうがえ	できま	
すよ。
hai,	yuuro	o	doru	ni	ryougae	dekimasuyo.
ここ	で	ドル	を	円	に	両替	できますか。
ここ	で	ドル	を	えん	に	りょうがえ	できますか。
koko	de	doru	o	en	ni	ryougae	dekimasuka.
はい、	ドル	を	円	に	両替	できますよ。
はい、	ドル	を	えん	に	りょうがえ	できますよ。
hai,	doru	o	en	ni	ryougae	dekimasuyo.
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10	 ユーロ	を	ドル	に	両替する	方法	を	教えて	くれま
せんか。
ユーロ	を	ドル	に	りょうがえする	ほうほう	を	お
しえて	くれませんか。
yuuro	o	doru	ni	ryougaesuru	houhou	o	oshiete	
kuremasenka.
はい。	まず、	カウンター	に	行きます。
はい。	まず、	カウンター	に	いきます。
hai.	mazu,	kauntaa	ni	ikimasu.
次に、	彼	に	五	ユーロ	を	あげます。
つぎに、	かれ	に	ご	ユーロ	を	あげます。
tsugini,	kare	ni	go	yuuro	o	agemasu.
それから、	彼	は	ドル	を	あなた	に	くれます。
それから、	かれ	は	ドル	を	あなた	に	くれます。
sorekara,	kare	wa	doru	o	anata	ni	kuremasu.
五	ユーロ	を	七	ドル	に	両替しました。
ご	ユーロ	を	なな	ドル	に	りょうがえしました。
go	yuuro	o	nana	doru	ni	ryougaeshimashita.
サンドイッチ	を	買いましょう。
サンドイッチ	を	かいましょう。
sandoicchi	o	kaimashou.

11	 バックパック
バックパック
bakkupakku
バックパック
バックパック
bakkupakku
バックパック
バックパック
bakkupakku
ブリーフケース
ブリーフケース
buriifukeesu
ブリーフケース
ブリーフケース
buriifukeesu
ATM
ATM
ATM

12	 バックパック
バックパック
bakkupakku
ブリーフケース
ブリーフケース
buriifukeesu
ATM
ATM
ATM
通貨
つうか
tsuuka

13	 すみません。	この	近く	に	ATM	は	ありますか。
すみません。	この	ちかく	に	ATM	は	ありま	
すか。
sumimasen.	kono	chikaku	ni	ATM	wa	
arimasuka.
はい。	次	の	通り	の	銀行	の	横	に	ありますよ。
はい。	つぎ	の	とおり	の	ぎんこう	の	よこ	に	あり
ますよ。
hai.	tsugi	no	toori	no	ginkou	no	yoko	ni	
arimasuyo.
すみません。	この	近く	に	ATM	は	ありますか。
すみません。	この	ちかく	に	ATM	は	ありま	
すか。
sumimasen.	kono	chikaku	ni	ATM	wa	
arimasuka.
ない	と	思いますよ。
ない	と	おもいますよ。
nai	to	omoimasuyo.

14	 男	の	人	は	ブリーフケース	を	持って	います。
おとこ	の	ひと	は	ブリーフケース	を	もって	い
ます。
otoko	no	hito	wa	buriifukeesu	o	motte	imasu.
生徒たち	は	バックパック	を	持って	います。
せいとたち	は	バックパック	を	もって	います。
seitotachi	wa	bakkupakku	o	motte	imasu.
女	の	人	たち	は	木	を	持って	います。
おんな	の	ひと	たち	は	き	を	もって	います。
onna	no	hito	tachi	wa	ki	o	motte	imasu.
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15	 私	の	ブリーフケース	を	持って	くれませんか。
わたし	の	ブリーフケース	を	もって	くれませ
んか。
watashi	no	buriifukeesu	o	motte	kuremasenka.
ごめんなさい。	持てません。
ごめんなさい。	もてません。
gomennasai.	motemasen.
これ	を	持って	くれませんか。	バックパック	が	
いっぱい	なん	です。
これ	を	もって	くれませんか。	バックパック	が	
いっぱい	なん	です。
kore	o	motte	kuremasenka.	bakkupakku	ga	
ippai	nan	desu.
はい。	持ちますよ。
はい。	もちますよ。
hai.	mochimasuyo.

16	 この	バックパック	は	空	です。
この	バックパック	は	から	です。
kono	bakkupakku	wa	kara	desu.
彼女	は	バックパック	に	本	を	入れて	います。
かのじょ	は	バックパック	に	ほん	を	いれて	い
ます。
kanojo	wa	bakkupakku	ni	hon	o	irete	imasu.
この	ブリーフケース	は	いっぱい	です。
この	ブリーフケース	は	いっぱい	です。
kono	buriifukeesu	wa	ippai	desu.
彼	は	ブリーフケース	から	ペン	を	出して	い	
ます。
かれ	は	ブリーフケース	から	ペン	を	だして	い
ます。
kare	wa	buriifukeesu	kara	pen	o	dashite	imasu.
私	は	ATM	に	カード	を	入れて	います。
わたし	は	ATM	に	カード	を	いれて	います。
watashi	wa	ATM	ni	kaado	o	irete	imasu.
私	は	ATM	から	お金	を	出して	います。
わたし	は	ATM	から	おかね	を	だして	います。
watashi	wa	ATM	kara	okane	o	dashite	imasu.

17	 彼	は	箱	から	食器	を	出して	います。
かれ	は	はこ	から	しょっき	を	だして	います。
kare	wa	hako	kara	shokki	o	dashite	imasu.
彼	は	箱	から	シャツ	を	出しました。
かれ	は	はこ	から	シャツ	を	だしました。
kare	wa	hako	kara	shatsu	o	dashimashita.
ぼく	は	もう	箱	に	おもちゃ	を	入れました。
ぼく	は	もう	はこ	に	おもちゃ	を	いれました。
boku	wa	mou	hako	ni	omocha	o	iremashita.

18	 卵	を	その	ように	持たないで。
たまご	を	その	ように	もたないで。
tamago	o	sono	youni	motanaide.
この	ように	持って。
この	ように	もって。
kono	youni	motte.
ブリーフケース	を	その	ように	持たないで。
ブリーフケース	を	その	ように	もたないで。
buriifukeesu	o	sono	youni	motanaide.
この	ように	持って。
この	ように	もって。
kono	youni	motte.

19	 絶対に、	この	ように	馬	に	乗って	は	いけま	
せん。
ぜったいに、	この	ように	うま	に	のって	は	いけ
ません。
zettaini,	kono	youni	uma	ni	notte	wa	ikemasen.
必ず、	この	ように	馬	に	乗る	べき	です。
かならず、	この	ように	うま	に	のる	べき	です。
kanarazu,	kono	youni	uma	ni	noru	beki	desu.
その	ように	自転車	を	修理しない	ほう	が	いい	で
すよ。
その	ように	じてんしゃ	を	しゅうりしない	ほう	
が	いい	ですよ。
sono	youni	jitensha	o	shuurishinai	hou	ga	ii	
desuyo.
この	ように	修理した	ほう	が	いい	ですよ。
この	ように	しゅうりした	ほう	が	いい	ですよ。
kono	youni	shuurishita	hou	ga	ii	desuyo.
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20	 この	ように	ブリーフケース	を	掃除する	べき		
です。
この	ように	ブリーフケース	を	そうじする	べき	
です。
kono	youni	buriifukeesu	o	soujisuru	beki	desu.
その	ように	本	を	読まない	ほう	が	いい	ですよ。
その	ように	ほん	を	よまない	ほう	が	いい	で	
すよ。
sono	youni	hon	o	yomanai	hou	ga	ii	desuyo.
この	ように	床	を	掃除する	べき	です。
この	ように	ゆか	を	そうじする	べき	です。
kono	youni	yuka	o	soujisuru	beki	desu.

21	 冷蔵庫	には	スペース	が	ありません。
れいぞうこ	には	スペース	が	ありません。
reizouko	niwa	supeesu	ga	arimasen.
彼	の	スーツケース	は	空	です。	たくさん	スペー
ス	が	あります。
かれ	の	スーツケース	は	から	です。	たくさん	ス
ペース	が	あります。
kare	no	suutsukeesu	wa	kara	desu.	takusan	
supeesu	ga	arimasu.
この	箱	には	もう	スペース	が	ありません。
この	はこ	には	もう	スペース	が	ありません。
kono	hako	niwa	mou	supeesu	ga	arimasen.
この	部屋	には	テレビ	を	置く	スペース	が	あり
ます。
この	へや	には	テレビ	を	おく	スペース	が	あり
ます。
kono	heya	niwa	terebi	o	oku	supeesu	ga	
arimasu.

22	 バックパック	に	私	の	辞書	を	入れる	スペース	が	
ありますか。
バックパック	に	わたし	の	じしょ	を	いれる	スペ
ース	が	ありますか。
bakkupakku	ni	watashi	no	jisho	o	ireru	supeesu	
ga	arimasuka.
いいえ、	ごめんなさい。	ありません。	自分	で	
持って	ください。
いいえ、	ごめんなさい。	ありません。	じぶん	
で	もって	ください。
iie,	gomennasai.	arimasen.	jibun	de	motte	
kudasai.

スーツケース	に	私	の	くつ	を	入れる	スペース	が	
ありますか。
スーツケース	に	わたし	の	くつ	を	いれる	スペー
ス	が	ありますか。
suutsukeesu	ni	watashi	no	kutsu	o	ireru	
supeesu	ga	arimasuka.
はい。	入れても	いい	ですよ。
はい。	いれても	いい	ですよ。
hai.	iretemo	ii	desuyo.

23	 バックパック	に	スペース	が	ありますか。
バックパック	に	スペース	が	ありますか。
bakkupakku	ni	supeesu	ga	arimasuka.
はい、	でも	少し	しか	ありませんよ。
はい、	でも	すこし	しか	ありませんよ。
hai,	demo	sukoshi	shika	arimasenyo.
買い物	に	行きませんか。
かいもの	に	いきませんか。
kaimono	ni	ikimasenka.
はい。	でも	お金	が	少し	しか	ありません。		
ATM	を	見つけなければ	なりません。
はい。	でも	おかね	が	すこし	しか	ありません。		
ATM	を	みつけなければ	なりません。
hai.	demo	okane	ga	sukoshi	shika	arimasen.	
ATM	o	mitsukenakereba	narimasen.
チョコレート	を	食べても	いい	ですか。
チョコレート	を	たべても	いい	ですか。
chokoreeto	o	tabetemo	ii	desuka.
はい、	でも	少し	だけ	ですよ。
はい、	でも	すこし	だけ	ですよ。
hai,	demo	sukoshi	dake	desuyo.

24	 ケーキ	を	たくさん	食べましたか。
ケーキ	を	たくさん	たべましたか。
keeki	o	takusan	tabemashitaka.
いいえ。	もう	少し	ほしい	です。
いいえ。	もう	すこし	ほしい	です。
iie.	mou	sukoshi	hoshii	desu.
水	を	もっと	いかが	ですか。
みず	を	もっと	いかが	ですか。
mizu	o	motto	ikaga	desuka.
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はい。	でも	少し	だけ	お願いします。
はい。	でも	すこし	だけ	おねがいします。
hai.	demo	sukoshi	dake	onegaishimasu.

25	 すみません。	英語	を	話しますか。
すみません。	えいご	を	はなしますか。
sumimasen.	eigo	o	hanashimasuka.
はい。	でも	少し	しか	話せません。
はい。	でも	すこし	しか	はなせません。
hai.	demo	sukoshi	shika	hanasemasen.
中国語	を	話しますか。
ちゅうごくご	を	はなしますか。
chuugokugo	o	hanashimasuka.
はい、	でも	少し	しか	話せません。
はい、	でも	すこし	しか	はなせません。
hai,	demo	sukoshi	shika	hanasemasen.

26	 この	ブリーフケース	は	いくら	ですか。
この	ブリーフケース	は	いくら	ですか。
kono	buriifukeesu	wa	ikura	desuka.
百	ドル	です。	でも	今日	は	セール	で	八十	ドル	で
すよ。
ひゃく	ドル	です。	でも	きょう	は	セール	で	はち
じゅう	ドル	ですよ。
hyaku	doru	desu.	demo	kyou	wa	seeru	de	
hachijuu	doru	desuyo.
この	ジーンズ	は	セール	ですか。
この	ジーンズ	は	セール	ですか。
kono	jiinzu	wa	seeru	desuka.
いいえ、	セール	では	ありません。	八十	ユーロ	
です。
いいえ、	セール	では	ありません。	はちじゅう	
ユーロ	です。
iie,	seeru	dewa	arimasen.	hachijuu	yuuro	desu.

27	 この	サングラス	は	セール	ですか。
この	サングラス	は	セール	ですか。
kono	sangurasu	wa	seeru	desuka.
はい。	八百	円	でした	が、	今	は	五百	円	です。
はい。	はっぴゃく	えん	でした	が、	いま	は	ご	
ひゃく	えん	です。
hai.	happyaku	en	deshita	ga,	ima	wa	gohyaku	
en	desu.

この	シャツ	は	セール	ですか。
この	シャツ	は	セール	ですか。
kono	shatsu	wa	seeru	desuka.
いいえ、	セール	では	ありません。
いいえ、	セール	では	ありません。
iie,	seeru	dewa	arimasen.

28	 彼女	は	お腹	が	すいて	います。
かのじょ	は	おなか	が	すいて	います。
kanojo	wa	onaka	ga	suite	imasu.
サンドイッチ	が	あったら、	彼女	は	お腹	が	すか
ない	でしょう。
サンドイッチ	が	あったら、	かのじょ	は	おなか	
が	すかない	でしょう。
sandoicchi	ga	attara,	kanojo	wa	onaka	ga	
sukanai	deshou.
ここ	に	座って	いる	のは	つまらない	です。
ここ	に	すわって	いる	のは	つまらない	です。
koko	ni	suwatte	iru	nowa	tsumaranai	desu.
本	が	あったら、	もっと	面白いん	です	けど。
ほん	が	あったら、	もっと	おもしろいん	です	
けど。
hon	ga	attara,	motto	omoshiroin	desu	kedo.

29	 彼ら	は	かさ	を	持って	います。	ぬれて	いま	
せん。
かれら	は	かさ	を	もって	います。	ぬれて	いま
せん。
karera	wa	kasa	o	motte	imasu.	nurete	imasen.
かさ	が	あったら、	ぬれない	でしょう。
かさ	が	あったら、	ぬれない	でしょう。
kasa	ga	attara,	nurenai	deshou.
私	の	バックパック	に	スペース	が	あります。	カ
メラ	を	入れますよ。
わたし	の	バックパック	に	スペース	が	ありま
す。	カメラ	を	いれますよ。
watashi	no	bakkupakku	ni	supeesu	ga	arimasu.	
kamera	o	iremasuyo.
私	の	バックパック	に	スペース	が	あったら、	カ
メラ	を	入れるん	です	けど。
わたし	の	バックパック	に	スペース	が	あった
ら、	カメラ	を	いれるん	です	けど。
watashi	no	bakkupakku	ni	supeesu	ga	attara,	
kamera	o	irerun	desu	kedo.
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30	 サンドイッチ	が	あったら、	お腹	が	すかないん	
です	けど。
サンドイッチ	が	あったら、	おなか	が	すかない
ん	です	けど。
sandoicchi	ga	attara,	onaka	ga	sukanain	desu	
kedo.
ATM	が	近く	に	あったら、	お金	を	出せるん	で
す	けど。
ATM	が	ちかく	に	あったら、	おかね	を	だせるん	
です	けど。
ATM	ga	chikaku	ni	attara,	okane	o	daserun	
desu	kedo.
もっと	雨	が	降ったら、	庭	の	花	は	育つ	で	
しょう。
もっと	あめ	が	ふったら、	にわ	の	はな	は	そだつ	
でしょう。
motto	ame	ga	futtara,	niwa	no	hana	wa	
sodatsu	deshou.

31	 車	が	あったら、	彼	は	歩く	必要	が	ない	で	
しょう。
くるま	が	あったら、	かれ	は	あるく	ひつよう	が	
ない	でしょう。
kuruma	ga	attara,	kare	wa	aruku	hitsuyou	ga	
nai	deshou.
チケット	が	あったら、	ぼくたち	は	試合	を	見ら
れるん	です	けど。
チケット	が	あったら、	ぼくたち	は	しあい	を	み
られるん	です	けど。
chiketto	ga	attara,	bokutachi	wa	shiai	o	
mirarerun	desu	kedo.
もっと	お金	が	あったら、	彼女	は	ご主人	に	腕時
計	を	買う	でしょう。
もっと	おかね	が	あったら、	かのじょ	は	ごしゅ
じん	に	うでどけい	を	かう	でしょう。
motto	okane	ga	attara,	kanojo	wa	goshujin	ni	
udedokei	o	kau	deshou.
私	の	スーツケース	に	スペース	が	あったら、	ワ
ンピース	を	入れるん	です	けど。
わたし	の	スーツケース	に	スペース	が	あった
ら、	ワンピース	を	いれるん	です	けど。
watashi	no	suutsukeesu	ni	supeesu	ga	attara,	
wanpiisu	o	irerun	desu	kedo.

32	 誰か	に	何か	もらった	時	に、「	ありがとう	ござ
います。」	という	のは	礼儀正しい	こと		
です。
だれか	に	なにか	もらった	とき	に、「	ありがと
う	ございます。」	という	のは	れいぎただし
い	こと	です。
dareka	ni	nanika	moratta	toki	ni,「	arigatou	
gozaimasu.」	toiu	nowa	reigitadashii	koto	
desu.
図書館	に	いる	時	に、	電話	で	話す	のは	礼儀正し
い	こと	では	ありません。
としょかん	に	いる	とき	に、	でんわ	で	はなす	の
は	れいぎただしい	こと	では	ありません。
toshokan	ni	iru	toki	ni,	denwa	de	hanasu	nowa	
reigitadashii	koto	dewa	arimasen.
後ろ	に	誰か	が	いる	時	に、	ドア	を	あける	のは	礼
儀正しい	こと	です。
うしろ	に	だれか	が	いる	とき	に、	ドア	を	あける	
のは	れいぎただしい	こと	です。
ushiro	ni	dareka	ga	iru	toki	ni,	doa	o	akeru	
nowa	reigitadashii	koto	desu.

33	 結婚式	に	何か	持って	いく	のは	礼儀正しい	こと	
です。
けっこんしき	に	なにか	もって	いく	のは	れいぎ
ただしい	こと	です。
kekkonshiki	ni	nanika	motte	iku	nowa	
reigitadashii	koto	desu.
病院	に	行く	時	に、	花	を	持って	いく	のは	礼儀正
しい	こと	です。
びょういん	に	いく	とき	に、	はな	を	もって	いく	
のは	れいぎただしい	こと	です。
byouin	ni	iku	toki	ni,	hana	o	motte	iku	nowa	
reigitadashii	koto	desu.
映画館	で	話す	のは	礼儀正しい	こと	では	ありま
せん。
えいがかん	で	はなす	のは	れいぎただしい	こと	
では	ありません。
eigakan	de	hanasu	nowa	reigitadashii	koto	
dewa	arimasen.
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34	 旅行	中	に	何か	買いたい	です。
りょこう	ちゅう	に	なにか	かいたい	です。
ryokou	chuu	ni	nanika	kaitai	desu.
この	像	は	高すぎます。	でも	セール	だったら、	
買います。
この	ぞう	は	たかすぎます。	でも	セール	だった
ら、	かいます。
kono	zou	wa	takasugimasu.	demo	seeru	
dattara,	kaimasu.
すみません。	これ	は	セール	ですか。
すみません。	これ	は	セール	ですか。
sumimasen.	kore	wa	seeru	desuka.
わかりません。	マネージャー	に	聞きます。
わかりません。	マネージャー	に	ききます。
wakarimasen.	maneejaa	ni	kikimasu.
はい。	セール	です。
はい。	セール	です。
hai.	seeru	desu.
それ	を	ください。
それ	を	ください。
sore	o	kudasai.

35	 これ	は	とても	大きい	ですね。	私	の	バックパッ
ク	に	スペース	は	ありませんよ。
これ	は	とても	おおきい	ですね。	わたし	の	バッ
クパック	に	スペース	は	ありませんよ。
kore	wa	totemo	ookii	desune.	watashi	no	
bakkupakku	ni	supeesu	wa	arimasenyo.
もっと	大きい	バックパック	が	あったら、	入る
ん	です	けど。
もっと	おおきい	バックパック	が	あったら、	は
いるん	です	けど。
motto	ookii	bakkupakku	ga	attara,	hairun	desu	
kedo.
もっと	大きい	バックパック	を	買った	ほうが	い
い	ですよね。
もっと	おおきい	バックパック	を	かった	ほうが	
いい	ですよね。
motto	ookii	bakkupakku	o	katta	houga	ii	
desuyone.

いいえ。	私	の	スーツケース	に	入ります。	スペ
ース	が	ある	と	思い	ます	よ。
いいえ。	わたし	の	スーツケース	に	はいりま
す。	スペース	が	ある	と	おもい	ます	よ。
iie.	watashi	no	suutsukeesu	ni	hairimasu.	
supeesu	ga	aru	to	omoi	masu	yo.
入りますか。
はいりますか。
hairimasuka.
はい、	ちょうど	入ります。
はい、	ちょうど	はいります。
hai,	choudo	hairimasu.
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3.3 コア	レッスン

01	 この	子供たち	は	ピザ	を	食べて	いる	ので	うれし
い	です。
この	こどもたち	は	ピザ	を	たべて	いる	ので	うれ
しい	です。
kono	kodomotachi	wa	piza	o	tabete	iru	node	
ureshii	desu.
パイ	は	レンジ	の	上	に	あります。
パイ	は	レンジ	の	うえ	に	あります。
pai	wa	renji	no	ue	ni	arimasu.
この	男	の	人	は	ピザ	を	作って	います。
この	おとこ	の	ひと	は	ピザ	を	つくって	います。
kono	otoko	no	hito	wa	piza	o	tsukutte	imasu.
お母さん	の	パイ	は	とても	おいしい	です。
おかあさん	の	パイ	は	とても	おいしい	です。
okaasan	no	pai	wa	totemo	oishii	desu.

02	 三分の一	の	パイ
さんぶんのいち	の	パイ
sanbunnoichi	no	pai
三分の一	の	パイ
さんぶんのいち	の	パイ
sanbunnoichi	no	pai
三分の一	の	パイ
さんぶんのいち	の	パイ
sanbunnoichi	no	pai
パイ	の	半分
パイ	の	はんぶん
pai	no	hanbun
パイ	の	半分
パイ	の	はんぶん
pai	no	hanbun
丸ごと	の	パイ
まるごと	の	パイ
marugoto	no	pai

03	 これ	は	半分	の	ピザ	です。
これ	は	はんぶん	の	ピザ	です。
kore	wa	hanbun	no	piza	desu.
これ	は	三分の一	の	ピザ	です。
これ	は	さんぶんのいち	の	ピザ	です。
kore	wa	sanbunnoichi	no	piza	desu.

これ	は	四分の一	の	ピザ	です。
これ	は	よんぶんのいち	の	ピザ	です。
kore	wa	yonbunnoichi	no	piza	desu.
これ	は	丸ごと	の	ピザ	です。
これ	は	まるごと	の	ピザ	です。
kore	wa	marugoto	no	piza	desu.

04	 彼ら	は	ケーキ	を	切る	ところ	です。
かれら	は	ケーキ	を	きる	ところ	です。
karera	wa	keeki	o	kiru	tokoro	desu.
彼女	は	野菜	を	切って	います。
かのじょ	は	やさい	を	きって	います。
kanojo	wa	yasai	o	kitte	imasu.
男	の	人	は	ピザ	を	切りました。
おとこ	の	ひと	は	ピザ	を	きりました。
otoko	no	hito	wa	piza	o	kirimashita.

05	 男	の	人	は	オレンジ	を	半分	に	切りました。
おとこ	の	ひと	は	オレンジ	を	はんぶん	に	きりま
した。
otoko	no	hito	wa	orenji	o	hanbun	ni	
kirimashita.
ウエイトレス	は	ライム	を	四等分	に	切りま	
した。
ウエイトレス	は	ライム	を	よんとうぶん	に	きり
ました。
ueitoresu	wa	raimu	o	yontoubun	ni	kirimashita.
男	の	子	は	パイ	を	三等分	に	切りました。
おとこ	の	こ	は	パイ	を	さんとうぶん	に	きりま
した。
otoko	no	ko	wa	pai	o	santoubun	ni	kirimashita.

06	 彼女	は	もう	牛乳	を	三分の一	飲みました。
かのじょ	は	もう	ぎゅうにゅう	を	さんぶんのい
ち	のみました。
kanojo	wa	mou	gyuunyuu	o	sanbunnoichi	
nomimashita.
誰か	が	ケーキ	を	半分	食べました。
だれか	が	ケーキ	を	はんぶん	たべました。
dareka	ga	keeki	o	hanbun	tabemashita.
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先生	は	紙	を	半分	に	切りました。
せんせい	は	かみ	を	はんぶん	に	きりました。
sensei	wa	kami	o	hanbun	ni	kirimashita.
おばあさん	は	私	の	ため	に	りんご	を	四等分	に	切
りました。
おばあさん	は	わたし	の	ため	に	りんご	を	よんと
うぶん	に	きりました。
obaasan	wa	watashi	no	tame	ni	ringo	o	
yontoubun	ni	kirimashita.

07	 彼	の	ガールフレンド	は	オレンジ	を	半分	食べて	
います。
かれ	の	ガールフレンド	は	オレンジ	を	はんぶん	
たべて	います。
kare	no	gaarufurendo	wa	orenji	o	hanbun	
tabete	imasu.
彼女	は	もう	半分	を	ボーイフレンド	に	あげて	い
ます。
かのじょ	は	もう	はんぶん	を	ボーイフレンド	に	
あげて	います。
kanojo	wa	mou	hanbun	o	booifurendo	ni	agete	
imasu.
ぼく	は	この	ボール	で	遊んで	います。
ぼく	は	この	ボール	で	あそんで	います。
boku	wa	kono	booru	de	asonde	imasu.
友達	は	もう	一個	の	ボール	で	遊んで	います。
ともだち	は	もう	いっこ	の	ボール	で	あそんで	い
ます。
tomodachi	wa	mou	ikko	no	booru	de	asonde	
imasu.

08	 この	ピザ	を	切りますか。
この	ピザ	を	きりますか。
kono	piza	o	kirimasuka.
いいえ、	あれ	を	切りたいん	です。
いいえ、	あれ	を	きりたいん	です。
iie,	are	o	kiritain	desu.
この	箱	に	おもちゃ	を	入れますか。
この	はこ	に	おもちゃ	を	いれますか。
kono	hako	ni	omocha	o	iremasuka.

はい、	これ	に	入れたいん	です。
はい、	これ	に	いれたいん	です。
hai,	kore	ni	iretain	desu.

09	 これ	は	一切れ	の	ピザ	です。
これ	は	ひときれ	の	ピザ	です。
kore	wa	hitokire	no	piza	desu.
これ	は	丸ごと	の	ピザ	です。
これ	は	まるごと	の	ピザ	です。
kore	wa	marugoto	no	piza	desu.
これ	は	一切れ	の	パイ	です。
これ	は	ひときれ	の	パイ	です。
kore	wa	hitokire	no	pai	desu.
これ	は	丸ごと	の	パイ	です。
これ	は	まるごと	の	パイ	です。
kore	wa	marugoto	no	pai	desu.

10	 この	男	の	人	は	パン	を	一切れ	食べて	います。
この	おとこ	の	ひと	は	パン	を	ひときれ	たべて	い
ます。
kono	otoko	no	hito	wa	pan	o	hitokire	tabete	
imasu.
この	女	の	人	は	丸ごと	の	ケーキ	を	持って	い	
ます。
この	おんな	の	ひと	は	まるごと	の	ケーキ	を	もっ
て	います。
kono	onna	no	hito	wa	marugoto	no	keeki	o	
motte	imasu.
この	男の子	は	チーズ	を	一切れ	食べて	います。
この	おとこのこ	は	チーズ	を	ひときれ	たべて	い
ます。
kono	otokonoko	wa	chiizu	o	hitokire	tabete	
imasu.
この	女の子	は	丸ごと	の	パイ	を	持って	います。
この	おんなのこ	は	まるごと	の	パイ	を	もって	い
ます。
kono	onnanoko	wa	marugoto	no	pai	o	motte	
imasu.
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11	 ボール	は	丸い	です。
ボール	は	まるい	です。
booru	wa	marui	desu.
この	家	は	四角い	です。
この	いえ	は	しかくい	です。
kono	ie	wa	shikakui	desu.
この	チーズ	は	四角い	です。
この	チーズ	は	しかくい	です。
kono	chiizu	wa	shikakui	desu.
この	時計	は	丸い	です。
この	とけい	は	まるい	です。
kono	tokei	wa	marui	desu.
この	果物	は	丸い	です。
この	くだもの	は	まるい	です。
kono	kudamono	wa	marui	desu.
この	パン	は	四角い	です。
この	パン	は	しかくい	です。
kono	pan	wa	shikakui	desu.

12	 どんな	腕時計	が	いい	ですか。
どんな	うでどけい	が	いい	ですか。
donna	udedokei	ga	ii	desuka.
丸い	ので、	この	ような	腕時計	は	ありますか。
まるい	ので、	この	ような	うでどけい	は	ありま
すか。
marui	node,	kono	youna	udedokei	wa	
arimasuka.
どちら	が	ジョンソン	さん	の	絵	ですか。
どちら	が	ジョンソン	さん	の	え	ですか。
dochira	ga	jonson	san	no	e	desuka.
この	四角いの	が	私の	です。
この	しかくいの	が	わたしの	です。
kono	shikakuino	ga	watashino	desu.

13	 この	お皿	は	丸い	です。
この	おさら	は	まるい	です。
kono	osara	wa	marui	desu.
これ	は	四角い	お皿	です。
これ	は	しかくい	おさら	です。
kore	wa	shikakui	osara	desu.
この	チーズ	は	丸い	です。
この	チーズ	は	まるい	です。
kono	chiizu	wa	marui	desu.

この	チーズ	は	四角い	です。
この	チーズ	は	しかくい	です。
kono	chiizu	wa	shikakui	desu.
この	テーブル	は	丸い	です。
この	テーブル	は	まるい	です。
kono	teeburu	wa	marui	desu.
これ	は	四角い	テーブル	です。
これ	は	しかくい	テーブル	です。
kore	wa	shikakui	teeburu	desu.

14	 この	人	の	体重	は	六十五	キロ	です。
この	ひと	の	たいじゅう	は	ろくじゅうご	キロ	
です。
kono	hito	no	taijuu	wa	rokujuugo	kiro	desu.
お子さん	の	体重	は	三	キロ	です。
おこさん	の	たいじゅう	は	さん	キロ	です。
okosan	no	taijuu	wa	san	kiro	desu.
この	犬	の	体重	は	四	キロ	です。
この	いぬ	の	たいじゅう	は	よん	キロ	です。
kono	inu	no	taijuu	wa	yon	kiro	desu.

15	 この	スーツケース	の	重さ	は	十キロ	です。
この	スーツケース	の	おもさ	は	じゅっキロ		
です。
kono	suutsukeesu	no	omosa	wa	jukkiro	desu.
この	コンピュータ	の	重さ	は	二	キロ	です。
この	コンピュータ	の	おもさ	は	に	キロ	です。
kono	konpyuuta	no	omosa	wa	ni	kiro	desu.
この	りんご	の	重さ	は	一	キロ	です。
この	りんご	の	おもさ	は	いち	キロ	です。
kono	ringo	no	omosa	wa	ichi	kiro	desu.

16	 パイ	は	チーズ	より	も	軽い	です。
パイ	は	チーズ	より	も	かるい	です。
pai	wa	chiizu	yori	mo	karui	desu.
にんじん	は	豆	より	も	重い	です。
にんじん	は	まめ	より	も	おもい	です。
ninjin	wa	mame	yori	mo	omoi	desu.
左	の	ケーキ	は	右	の	ケーキ	より	も	重い	です。
ひだり	の	ケーキ	は	みぎ	の	ケーキ	より	も	おもい	
です。
hidari	no	keeki	wa	migi	no	keeki	yori	mo	omoi	
desu.
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左	の	レモン	は	右	の	レモン	と	同じ	くらい	の	重さ	
です。
ひだり	の	レモン	は	みぎ	の	レモン	と	おなじ	くら
い	の	おもさ	です。
hidari	no	remon	wa	migi	no	remon	to	onaji	
kurai	no	omosa	desu.

17	 この	ケーキ	と	もう	一つ	の	ケーキ	は	同じ	値段		
です。
この	ケーキ	と	もう	ひとつ	の	ケーキ	は	おなじ	ね
だん	です。
kono	keeki	to	mou	hitotsu	no	keeki	wa	onaji	
nedan	desu.
とり肉	は	ピザ	より	も	高い	です。
とりにく	は	ピザ	より	も	たかい	です。
toriniku	wa	piza	yori	mo	takai	desu.
サラダ	は	サンドイッチ	より	も	安い	です。
サラダ	は	サンドイッチ	より	も	やすい	です。
sarada	wa	sandoicchi	yori	mo	yasui	desu.

18	 どの	くらい	牛乳	が	ほしい	ですか。
どの	くらい	ぎゅうにゅう	が	ほしい	ですか。
dono	kurai	gyuunyuu	ga	hoshii	desuka.
お父さん	と	同じ	くらい	ほしい	です。
おとうさん	と	おなじ	くらい	ほしい	です。
otousan	to	onaji	kurai	hoshii	desu.
ピザ	が	何切れ	ほしい	ですか。
ピザ	が	なんきれ	ほしい	ですか。
piza	ga	nankire	hoshii	desuka.
二切れ	ください。
ふたきれ	ください。
futakire	kudasai.

19	 チーズ	を	ください。
チーズ	を	ください。
chiizu	o	kudasai.
どの	くらい	いりますか。
どの	くらい	いりますか。
dono	kurai	irimasuka.
五百	グラム	お願いします。
ごひゃく	グラム	おねがいします。
gohyaku	guramu	onegaishimasu.

その	魚	を	ください。
その	さかな	を	ください。
sono	sakana	o	kudasai.
どの	くらい	いりますか。
どの	くらい	いりますか。
dono	kurai	irimasuka.
一	キロ	お願いします。
いち	キロ	おねがいします。
ichi	kiro	onegaishimasu.

20	 この	男	の	人	は	ソファー	を	測って	います。
この	おとこ	の	ひと	は	ソファー	を	はかって	い
ます。
kono	otoko	no	hito	wa	sofaa	o	hakatte	imasu.
この	女	の	人	は	カウンター	を	測って	います。
この	おんな	の	ひと	は	カウンター	を	はかって	い
ます。
kono	onna	no	hito	wa	kauntaa	o	hakatte	
imasu.
この	女	の	人	は	花	を	数えて	います。
この	おんな	の	ひと	は	はな	を	かぞえて	います。
kono	onna	no	hito	wa	hana	o	kazoete	imasu.
この	女の子	は	りんご	を	数えて	います。
この	おんなのこ	は	りんご	を	かぞえて	います。
kono	onnanoko	wa	ringo	o	kazoete	imasu.

21	 もう	本	を	数えましたか。
もう	ほん	を	かぞえましたか。
mou	hon	o	kazoemashitaka.
はい、	もう	数えました。	四百二冊	ありま	
した。
はい、	もう	かぞえました。	よんひゃくにさつ	
ありました。
hai,	mou	kazoemashita.	yonhyakunisatsu	
arimashita.
どうして	壁	を	測って	いるん	ですか。
どうして	かべ	を	はかって	いるん	ですか。
doushite	kabe	o	hakatte	irun	desuka.
この	壁	の	近く	に	テーブル	を	置きたいん	です。
この	かべ	の	ちかく	に	テーブル	を	おきたいん	
です。
kono	kabe	no	chikaku	ni	teeburu	o	okitain	
desu.
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何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
羊	を	数えて	います。
ひつじ	を	かぞえて	います。
hitsuji	o	kazoete	imasu.

22	 この	建物	の	高さ	は	二十	メートル	です。
この	たてもの	の	たかさ	は	にじゅう	メートル	
です。
kono	tatemono	no	takasa	wa	nijuu	meetoru	
desu.
この	壁	の	長さ	は	四	メートル	です。
この	かべ	の	ながさ	は	よん	メートル	です。
kono	kabe	no	nagasa	wa	yon	meetoru	desu.
この	通り	の	長さ	は	二	キロ	です。
この	とおり	の	ながさ	は	に	キロ	です。
kono	toori	no	nagasa	wa	ni	kiro	desu.

23	 この	通り	の	幅	は	どの	くらい	ですか。
この	とおり	の	はば	は	どの	くらい	ですか。
kono	toori	no	haba	wa	dono	kurai	desuka.
二十	メートル	です。
にじゅう	メートル	です。
nijuu	meetoru	desu.
この	木	の	高さ	は	どの	くらい	ですか。
この	き	の	たかさ	は	どの	くらい	ですか。
kono	ki	no	takasa	wa	dono	kurai	desuka.
十	メートル	です。
じゅう	メートル	です。
juu	meetoru	desu.
この	じゅうたん	の	大きさ	は	どの	くらい	で	
すか。
この	じゅうたん	の	おおきさ	は	どの	くらい	で
すか。
kono	juutan	no	ookisa	wa	dono	kurai	desuka.
長さ	三	メートル	で	幅	二	メートル	です。
ながさ	さん	メートル	で	はば	に	メートル	です。
nagasa	san	meetoru	de	haba	ni	meetoru	desu.

24	 ジャガイモ	の	重さ	は	どの	くらい	ですか。
ジャガイモ	の	おもさ	は	どの	くらい	ですか。
jagaimo	no	omosa	wa	dono	kurai	desuka.
五	キロ	です。
ご	キロ	です。
go	kiro	desu.
テーブル	の	大きさ	は	どの	くらい	ですか。
テーブル	の	おおきさ	は	どの	くらい	ですか。
teeburu	no	ookisa	wa	dono	kurai	desuka.
長さ	一	メートル	で	幅	六十	センチメートル		
です。
ながさ	いち	メートル	で	はば	ろくじゅう	センチ
メートル	です。
nagasa	ichi	meetoru	de	haba	rokujuu	
senchimeetoru	desu.

25	 この	建物	の	高さ	は	どの	くらい	ですか。
この	たてもの	の	たかさ	は	どの	くらい	ですか。
kono	tatemono	no	takasa	wa	dono	kurai	
desuka.
この	建物	の	高さ	は	百	メートル	です。
この	たてもの	の	たかさ	は	ひゃく	メートル		
です。
kono	tatemono	no	takasa	wa	hyaku	meetoru	
desu.
この	木	の	高さ	は	どの	くらい	ですか。
この	き	の	たかさ	は	どの	くらい	ですか。
kono	ki	no	takasa	wa	dono	kurai	desuka.
この	木	の	高さ	は	十五	メートル	です。
この	き	の	たかさ	は	じゅうご	メートル	です。
kono	ki	no	takasa	wa	juugo	meetoru	desu.

26	 チケット	は	いくら	ですか。
チケット	は	いくら	ですか。
chiketto	wa	ikura	desuka.
少なくとも	十	ドル	は	すると	思います。
すくなくとも	じゅう	ドル	は	すると	おもい	
ます。
sukunakutomo	juu	doru	wa	suruto	omoimasu.
チケット	は	いくら	でしたか。
チケット	は	いくら	でしたか。
chiketto	wa	ikura	deshitaka.
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十二	ドル	でした。
じゅうに	ドル	でした。
juuni	doru	deshita.

27	 この	木	には	オレンジ	が	何個	ありますか。
この	き	には	オレンジ	が	なんこ	ありますか。
kono	ki	niwa	orenji	ga	nanko	arimasuka.
わかりません。	でも	少なくとも	五十個	は	ある
と	思います。
わかりません。	でも	すくなくとも	ごじゅっこ	
は	あると	おもいます。
wakarimasen.	demo	sukunakutomo	gojukko	
wa	aruto	omoimasu.
お皿	は	何枚	必要	ですか。
おさら	は	なんまい	ひつよう	ですか。
osara	wa	nanmai	hitsuyou	desuka.
少なくとも	十枚	は	必要	です。
すくなくとも	じゅうまい	は	ひつよう	です。
sukunakutomo	juumai	wa	hitsuyou	desu.
暑い	ですね。	気温	は	少なくとも	三十度	は	あり
ますね。
あつい	ですね。	きおん	は	すくなくとも	さん	
じゅうど	は	ありますね。
atsui	desune.	kion	wa	sukunakutomo	sanjuudo	
wa	arimasune.
はい、	三十一度	です。
はい、	さんじゅういちど	です。
hai,	sanjuuichido	desu.

28	 この	壁	の	幅	は	どの	くらい	ですか。
この	かべ	の	はば	は	どの	くらい	ですか。
kono	kabe	no	haba	wa	dono	kurai	desuka.
少なくとも	幅	四	メートル	は	あります。
すくなくとも	はば	よん	メートル	は	あります。
sukunakutomo	haba	yon	meetoru	wa	arimasu.
私	の	息子	は	体重	が	十五	キロ	あると	思いま	
すか。
わたし	の	むすこ	は	たいじゅう	が	じゅうご	キロ	
あると	おもいますか。
watashi	no	musuko	wa	taijuu	ga	juugo	kiro	
aruto	omoimasuka.

いいえ。	少なくとも	二十	キロ	は	あると	思いま
すよ。
いいえ。	すくなくとも	にじゅう	キロ	は	あると	
おもいますよ。
iie.	sukunakutomo	nijuu	kiro	wa	aruto	
omoimasuyo.

29	 この	ペン	の	長さ	は	約	九	センチ	です。
この	ペン	の	ながさ	は	やく	きゅう	センチ	です。
kono	pen	no	nagasa	wa	yaku	kyuu	senchi	desu.
この	ワンピース	は	約	九十	ドル	です。
この	ワンピース	は	やく	きゅうじゅう	ドル		
です。
kono	wanpiisu	wa	yaku	kyuujuu	doru	desu.
りんご	は	オレンジ	と	約	同じ	くらい	の	重さ		
です。
りんご	は	オレンジ	と	やく	おなじ	くらい	の	おも
さ	です。
ringo	wa	orenji	to	yaku	onaji	kurai	no	omosa	
desu.
この	女の子	は	お兄さん	と	約	同じ	くらい	の	身長	
です。
この	おんなのこ	は	おにいさん	と	やく	おなじ	く
らい	の	しんちょう	です。
kono	onnanoko	wa	oniisan	to	yaku	onaji	kurai	
no	shinchou	desu.

30	 私	の	身長	は	どの	くらい	ですか。
わたし	の	しんちょう	は	どの	くらい	ですか。
watashi	no	shinchou	wa	dono	kurai	desuka.
約	一	メートル	ですよ。
やく	いち	メートル	ですよ。
yaku	ichi	meetoru	desuyo.
くじら	の	長さ	は	どの	くらい	ですか。
くじら	の	ながさ	は	どの	くらい	ですか。
kujira	no	nagasa	wa	dono	kurai	desuka.
約	三十	メートル	です。
やく	さんじゅう	メートル	です。
yaku	sanjuu	meetoru	desu.
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31	 ジャガイモ	の	重さ	は	約	四	キロ	です。
ジャガイモ	の	おもさ	は	やく	よん	キロ	です。
jagaimo	no	omosa	wa	yaku	yon	kiro	desu.
空港	まで	約	二十キロ	です。
くうこう	まで	やく	にじゅっキロ	です。
kuukou	made	yaku	nijukkiro	desu.
ぼく	の	身長	は	約	一	メートル	五十センチ	です。
ぼく	の	しんちょう	は	やく	いち	メートル	ごじゅ
っセンチ	です。
boku	no	shinchou	wa	yaku	ichi	meetoru	
gojussenchi	desu.

32	 床	を	測って	ください。
ゆか	を	はかって	ください。
yuka	o	hakatte	kudasai.
長さ	五	メートル	で	幅	四	メートル	です。
ながさ	ご	メートル	で	はば	よん	メートル	です。
nagasa	go	meetoru	de	haba	yon	meetoru	desu.
壁	を	測って	ください。
かべ	を	はかって	ください。
kabe	o	hakatte	kudasai.
高さ	三	メートル	で	幅	四.五	メートル	です。
たかさ	さん	メートル	で	はば	よんてんご	メート
ル	です。
takasa	san	meetoru	de	haba	yontengo	meetoru	
desu.

33	 ぼく	の	身長	を	測って	ください。
ぼく	の	しんちょう	を	はかって	ください。
boku	no	shinchou	o	hakatte	kudasai.
ここ	に	立って。
ここ	に	たって。
koko	ni	tatte.
ぼく	の	身長	は	どの	くらい	ですか。
ぼく	の	しんちょう	は	どの	くらい	ですか。
boku	no	shinchou	wa	dono	kurai	desuka.
百	センチ	です。
ひゃく	センチ	です。
hyaku	senchi	desu.

34	 私	の	体重	は	どの	くらい	ですか。
わたし	の	たいじゅう	は	どの	くらい	ですか。
watashi	no	taijuu	wa	dono	kurai	desuka.
少なくとも	三十キロ	は	ありますよ。
すくなくとも	さんじゅっキロ	は	ありますよ。
sukunakutomo	sanjukkiro	wa	arimasuyo.
私	の	体重	を	測って	ください。
わたし	の	たいじゅう	を	はかって	ください。
watashi	no	taijuu	o	hakatte	kudasai.
約	三十五	キロ	ですね。
やく	さんじゅうご	キロ	ですね。
yaku	sanjuugo	kiro	desune.
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01	 ドライバー
ドライバー
doraibaa
レンチ
レンチ
renchi
ペンチ
ペンチ
penchi
ハンマー
ハンマー
hanmaa

02	 彼ら	は	ハンマー	を	使って	います。
かれら	は	ハンマー	を	つかって	います。
karera	wa	hanmaa	o	tsukatte	imasu.
彼女	は	ドライバー	を	使って	います。
かのじょ	は	ドライバー	を	つかって	います。
kanojo	wa	doraibaa	o	tsukatte	imasu.
私	は	レンチ	を	使って	います。
わたし	は	レンチ	を	つかって	います。
watashi	wa	renchi	o	tsukatte	imasu.
彼	は	ペンチ	を	使って	います。
かれ	は	ペンチ	を	つかって	います。
kare	wa	penchi	o	tsukatte	imasu.

03	 この	男	の	人	は	スプーン	では	なく、	ナイフ	を	使
って	います。
この	おとこ	の	ひと	は	スプーン	では	なく、	ナイ
フ	を	つかって	います。
kono	otoko	no	hito	wa	supuun	dewa	naku,	
naifu	o	tsukatte	imasu.
この	女	の	人	は	ペンチ	では	なく、	ハンマー	を	使
って	います。
この	おんな	の	ひと	は	ペンチ	では	なく、	ハンマ
ー	を	つかって	います。
kono	onna	no	hito	wa	penchi	dewa	naku,	
hanmaa	o	tsukatte	imasu.
この	女の子	は	歯ブラシ	では	なく、	ブラシ	を	使
って	います。
この	おんなのこ	は	はぶらし	では	なく、	ブラシ	
を	つかって	います。
kono	onnanoko	wa	haburashi	dewa	naku,	
burashi	o	tsukatte	imasu.

この	男の子	は	レンチ	では	なく、	ドライバー	を	
使って	います。
この	おとこのこ	は	レンチ	では	なく、	ドライバ
ー	を	つかって	います。
kono	otokonoko	wa	renchi	dewa	naku,	
doraibaa	o	tsukatte	imasu.

04	 私	は	自分	の	めがね	を	修理する	のに	ドライバー	
を	使って	います。
わたし	は	じぶん	の	めがね	を	しゅうりする	のに	
ドライバー	を	つかって	います。
watashi	wa	jibun	no	megane	o	shuurisuru	noni	
doraibaa	o	tsukatte	imasu.
彼	は	洗面台	を	修理する	のに	レンチ	を	使って	い
ます。
かれ	は	せんめんだい	を	しゅうりする	のに	レン
チ	を	つかって	います。
kare	wa	senmendai	o	shuurisuru	noni	renchi	o	
tsukatte	imasu.
私	は	ソファー	を	修理する	のに	ハンマー	を	使っ
て	います。
わたし	は	ソファー	を	しゅうりする	のに	ハンマ
ー	を	つかって	います。
watashi	wa	sofaa	o	shuurisuru	noni	hanmaa	o	
tsukatte	imasu.
彼女	は	アクセサリー	を	修理する	のに	ペンチ	を	
使って	います。
かのじょ	は	アクセサリー	を	しゅうりする	のに	
ペンチ	を	つかって	います。
kanojo	wa	akusesarii	o	shuurisuru	noni	penchi	
o	tsukatte	imasu.

05	 ペンチ	と	ドライバー	の	どちら	が	いりますか。
ペンチ	と	ドライバー	の	どちら	が	いりますか。
penchi	to	doraibaa	no	dochira	ga	irimasuka.
ペンチ	を	ください。
ペンチ	を	ください。
penchi	o	kudasai.
レンチ	と	ハンマー	の	どちら	が	いりますか。
レンチ	と	ハンマー	の	どちら	が	いりますか。
renchi	to	hanmaa	no	dochira	ga	irimasuka.
ハンマー	を	ください。
ハンマー	を	ください。
hanmaa	o	kudasai.
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06	 懐中電灯
かいちゅうでんとう
kaichuudentou
懐中電灯
かいちゅうでんとう
kaichuudentou
懐中電灯
かいちゅうでんとう
kaichuudentou
一枚	の	紙
いちまい	の	かみ
ichimai	no	kami
一枚	の	紙
いちまい	の	かみ
ichimai	no	kami
はさみ
はさみ
hasami

07	 えんぴつ
えんぴつ
enpitsu
えんぴつ
えんぴつ
enpitsu
えんぴつ
えんぴつ
enpitsu
テープ
テープ
teepu
テープ
テープ
teepu
はさみ
はさみ
hasami

08	 私	は	紙	を	一枚	持って	います。
わたし	は	かみ	を	いちまい	もって	います。
watashi	wa	kami	o	ichimai	motte	imasu.
彼	は	新聞	を	切る	のに	はさみ	を	使って	います。
かれ	は	しんぶん	を	きる	のに	はさみ	を	つかって	
います。
kare	wa	shinbun	o	kiru	noni	hasami	o	tsukatte	
imasu.
私	は	めがね	を	修理する	のに	テープ	を	使いま
した。
わたし	は	めがね	を	しゅうりする	のに	テープ	を	
つかいました。
watashi	wa	megane	o	shuurisuru	noni	teepu	o	
tsukaimashita.
私	は	えんぴつ	で	自分	の	名前	を	書いて	います。
わたし	は	えんぴつ	で	じぶん	の	なまえ	を	かいて	
います。
watashi	wa	enpitsu	de	jibun	no	namae	o	kaite	
imasu.
医者	は	懐中電灯	を	使って	います。
いしゃ	は	かいちゅうでんとう	を	つかって	い
ます。
isha	wa	kaichuudentou	o	tsukatte	imasu.
この	男の子たち	は	本	を	読む	のに	懐中電灯	を	使
って	います。
この	おとこのこたち	は	ほん	を	よむ	のに	かいち
ゅうでんとう	を	つかって	います。
kono	otokonokotachi	wa	hon	o	yomu	noni	
kaichuudentou	o	tsukatte	imasu.

09	 この	はかり	は	スーパー	に	あります。
この	はかり	は	スーパー	に	あります。
kono	hakari	wa	suupaa	ni	arimasu.
この	体重計	は	バスルーム	に	あります。
この	たいじゅうけい	は	バスルーム	に	あり	
ます。
kono	taijuukei	wa	basuruumu	ni	arimasu.
この	生徒	は	紙	を	測る	のに	定規	を	使って	い	
ます。
この	せいと	は	かみ	を	はかる	のに	じょうぎ	を	つ
かって	います。
kono	seito	wa	kami	o	hakaru	noni	jougi	o	
tsukatte	imasu.
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お母さん	は	窓	を	測る	のに	定規	を	使って	い	
ます。
おかあさん	は	まど	を	はかる	のに	じょうぎ	を	つ
かって	います。
okaasan	wa	mado	o	hakaru	noni	jougi	o	
tsukatte	imasu.
この	温度計	は	外	に	あります。
この	おんどけい	は	そと	に	あります。
kono	ondokei	wa	soto	ni	arimasu.
この	体温計	は	男の子	の	口	の	中	に	あります。
この	たいおんけい	は	おとこのこ	の	くち	の	なか	
に	あります。
kono	taionkei	wa	otokonoko	no	kuchi	no	naka	
ni	arimasu.

10	 先生	は	紙	を	切りました。
せんせい	は	かみ	を	きりました。
sensei	wa	kami	o	kirimashita.
女の子	は	体重計	に	のって	います。
おんなのこ	は	たいじゅうけい	に	のって	い	
ます。
onnanoko	wa	taijuukei	ni	notte	imasu.
男の子	は	えんぴつ	と	紙	を	持って	います。
おとこのこ	は	えんぴつ	と	かみ	を	もって	い	
ます。
otokonoko	wa	enpitsu	to	kami	o	motte	imasu.
医者	は	体温計	を	持って	います。
いしゃ	は	たいおんけい	を	もって	います。
isha	wa	taionkei	o	motte	imasu.
彼ら	は	地図	を	直す	のに	はさみ	と	テープ	を	使っ
て	います。
かれら	は	ちず	を	なおす	のに	はさみ	と	テープ	を	
つかって	います。
karera	wa	chizu	o	naosu	noni	hasami	to	teepu	
o	tsukatte	imasu.
彼	は	ドア	を	測る	のに	定規	を	使って	います。
かれ	は	ドア	を	はかる	のに	じょうぎ	を	つかって	
います。
kare	wa	doa	o	hakaru	noni	jougi	o	tsukatte	
imasu.

11	 体重計	に	のって	ください。
たいじゅうけい	に	のって	ください。
taijuukei	ni	notte	kudasai.
私	の	体重	は	どの	くらい	ですか。
わたし	の	たいじゅう	は	どの	くらい	ですか。
watashi	no	taijuu	wa	dono	kurai	desuka.
五十五	キロ	です。
ごじゅうご	キロ	です。
gojuugo	kiro	desu.

12	 この	窓	の	幅	は	どの	くらい	ですか。
この	まど	の	はば	は	どの	くらい	ですか。
kono	mado	no	haba	wa	dono	kurai	desuka.
定規	を	使って	測って、	九十センチ	です。
じょうぎ	を	つかって	はかって、	きゅうじゅっ
センチ	です。
jougi	o	tsukatte	hakatte,	kyuujussenchi	desu.
外	で	何	を	して	いますか。
そと	で	なに	を	して	いますか。
soto	de	nani	o	shite	imasuka.
温度計	を	見て	います。
おんどけい	を	みて	います。
ondokei	o	mite	imasu.

13	 ハンマー
ハンマー
hanmaa
くぎ
くぎ
kugi
ドライバー
ドライバー
doraibaa
ねじ
ねじ
neji
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14	 彼女	は	ねじ	を	買って	います。
かのじょ	は	ねじ	を	かって	います。
kanojo	wa	neji	o	katte	imasu.
彼	は	くぎ	を	探して	います。
かれ	は	くぎ	を	さがして	います。
kare	wa	kugi	o	sagashite	imasu.
彼	は	たくさん	くぎ	を	持って	います	が、	ハンマ
ー	が	いります。
かれ	は	たくさん	くぎ	を	もって	います	が、	ハン
マー	が	いります。
kare	wa	takusan	kugi	o	motte	imasu	ga,	
hanmaa	ga	irimasu.
私	は	ねじ	を	持って	います	が、	ドライバー	が	い
ります。
わたし	は	ねじ	を	もって	います	が、	ドライバー	
が	いります。
watashi	wa	neji	o	motte	imasu	ga,	doraibaa	ga	
irimasu.

15	 これ	を	作る	の	を	手伝って	ください。
これ	を	つくる	の	を	てつだって	ください。
kore	o	tsukuru	no	o	tetsudatte	kudasai.
はい、	手伝いますよ。
はい、	てつだいますよ。
hai,	tetsudaimasuyo.
まず、	定規	で	これ	を	測ります。
まず、	じょうぎ	で	これ	を	はかります。
mazu,	jougi	de	kore	o	hakarimasu.
次に、	ハンマー	と	くぎ	を	使います。
つぎに、	ハンマー	と	くぎ	を	つかいます。
tsugini,	hanmaa	to	kugi	o	tsukaimasu.
それから、	ドライバー	と	ねじ	を	使います。
それから、	ドライバー	と	ねじ	を	つかいます。
sorekara,	doraibaa	to	neji	o	tsukaimasu.
最後	に、	庭	に	置きます。
さいご	に、	にわ	に	おきます。
saigo	ni,	niwa	ni	okimasu.

16	 この	魚	は	冷凍	です。
この	さかな	は	れいとう	です。
kono	sakana	wa	reitou	desu.
この	オレンジ	は	新鮮	です。
この	オレンジ	は	しんせん	です。
kono	orenji	wa	shinsen	desu.

この	ピザ	は	冷凍	です。
この	ピザ	は	れいとう	です。
kono	piza	wa	reitou	desu.
この	ライム	は	新鮮	です。
この	ライム	は	しんせん	です。
kono	raimu	wa	shinsen	desu.

17	 新鮮	な	魚	は	ありますか。
しんせん	な	さかな	は	ありますか。
shinsen	na	sakana	wa	arimasuka.
すみません。	冷凍	の	魚	しか	ありません。
すみません。	れいとう	の	さかな	しか	ありま
せん。
sumimasen.	reitou	no	sakana	shika	arimasen.
新鮮	な	野菜	は	ありますか。
しんせん	な	やさい	は	ありますか。
shinsen	na	yasai	wa	arimasuka.
はい。	ここ	に	ありますよ。
はい。	ここ	に	ありますよ。
hai.	koko	ni	arimasuyo.

18	 彼	は	トマト	を	切って	います。
かれ	は	トマト	を	きって	います。
kare	wa	tomato	o	kitte	imasu.
彼女	は	はかり	で	バナナ	を	量って	います。
かのじょ	は	はかり	で	バナナ	を	はかって	い	
ます。
kanojo	wa	hakari	de	banana	o	hakatte	imasu.
彼	は	ピザ	の	上	に	新鮮な	トマト	を	のせて	い	
ます。
かれ	は	ピザ	の	うえ	に	しんせんな	トマト	を	のせ
て	います。
kare	wa	piza	no	ue	ni	shinsenna	tomato	o	
nosete	imasu.
この	動物	は	バナナ	が	好き	です。
この	どうぶつ	は	バナナ	が	すき	です。
kono	doubutsu	wa	banana	ga	suki	desu.

19	 バナナ	は	腐って	います。
バナナ	は	くさって	います。
banana	wa	kusatte	imasu.
トマト	は	熟して	いません。
トマト	は	じゅくして	いません。
tomato	wa	jukushite	imasen.
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りんご	は	熟して	います。
りんご	は	じゅくして	います。
ringo	wa	jukushite	imasu.

20	 これ	を	食べないで。	腐って	います。
これ	を	たべないで。	くさって	います。
kore	o	tabenaide.	kusatte	imasu.
もうすぐ	これ	を	食べます	が、	まだ	熟して	いま
せん。
もうすぐ	これ	を	たべます	が、	まだ	じゅくして	
いません。
mousugu	kore	o	tabemasu	ga,	mada	jukushite	
imasen.
一日	待ったら、	バナナ	は	熟す	でしょう。
いちにち	まったら、	バナナ	は	じゅくす	でし
ょう。
ichinichi	mattara,	banana	wa	jukusu	deshou.
畑	で	取った	新鮮な	トマト	ですよ。
はたけ	で	とった	しんせんな	トマト	ですよ。
hatake	de	totta	shinsenna	tomato	desuyo.

21	 トマト	は	熟して	いません。
トマト	は	じゅくして	いません。
tomato	wa	jukushite	imasen.
トマト	は	熟して	います。
トマト	は	じゅくして	います。
tomato	wa	jukushite	imasu.
トマト	は	腐って	います。
トマト	は	くさって	います。
tomato	wa	kusatte	imasu.
バナナ	は	熟して	いません。
バナナ	は	じゅくして	いません。
banana	wa	jukushite	imasen.
バナナ	は	熟して	います。
バナナ	は	じゅくして	います。
banana	wa	jukushite	imasu.
バナナ	は	腐って	います。
バナナ	は	くさって	います。
banana	wa	kusatte	imasu.

22	 気	を	つけて。	コーヒー	は	熱い	ですよ。
き	を	つけて。	コーヒー	は	あつい	ですよ。
ki	o	tsukete.	koohii	wa	atsui	desuyo.

私	は	熱い	スープ	が	好きです。
わたし	は	あつい	スープ	が	すきです。
watashi	wa	atsui	suupu	ga	sukidesu.
ぼく	は	冷たい	チキン	が	好き	です。
ぼく	は	つめたい	チキン	が	すき	です。
boku	wa	tsumetai	chikin	ga	suki	desu.
この	水	は	とても	冷たい	です。
この	みず	は	とても	つめたい	です。
kono	mizu	wa	totemo	tsumetai	desu.

23	 この	コップ	の	ジュース	は	冷たい	です。
この	コップ	の	ジュース	は	つめたい	です。
kono	koppu	no	juusu	wa	tsumetai	desu.
この	お茶	は	熱い	です。
この	おちゃ	は	あつい	です。
kono	ocha	wa	atsui	desu.
この	肉	は	冷凍	です。
この	にく	は	れいとう	です。
kono	niku	wa	reitou	desu.
この	オレンジ	は	腐って	います。
この	オレンジ	は	くさって	います。
kono	orenji	wa	kusatte	imasu.
この	トマト	は	新鮮	です。
この	トマト	は	しんせん	です。
kono	tomato	wa	shinsen	desu.
この	バナナ	は	熟して	います。
この	バナナ	は	じゅくして	います。
kono	banana	wa	jukushite	imasu.

24	 彼女	は	スープ	に	こしょう	を	入れて	います。
かのじょ	は	スープ	に	こしょう	を	いれて	い	
ます。
kanojo	wa	suupu	ni	koshou	o	irete	imasu.
私	は	お茶	に	砂糖	を	入れて	います。
わたし	は	おちゃ	に	さとう	を	いれて	います。
watashi	wa	ocha	ni	satou	o	irete	imasu.
彼	は	パン	を	焼いて	います。
かれ	は	パン	を	やいて	います。
kare	wa	pan	o	yaite	imasu.
私	は	パイ	を	焼いて	います。
わたし	は	パイ	を	やいて	います。
watashi	wa	pai	o	yaite	imasu.
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3.4 次のページへ

25	 誕生日	の	ケーキ	を	焼きました。
たんじょうび	の	ケーキ	を	やきました。
tanjoubi	no	keeki	o	yakimashita.
もう	砂糖	を	入れました。
もう	さとう	を	いれました。
mou	satou	o	iremashita.
スープ	に	塩	を	少し	入れて。
スープ	に	しお	を	すこし	いれて。
suupu	ni	shio	o	sukoshi	irete.
私たち	は	ケーキ	を	焼いて	います。
わたしたち	は	ケーキ	を	やいて	います。
watashitachi	wa	keeki	o	yaite	imasu.

26	 オーブン	で	ケーキ	を	焼いて	います。
オーブン	で	ケーキ	を	やいて	います。
oobun	de	keeki	o	yaite	imasu.
男	の	人	は	オーブン	に	ピザ	を	入れて	います。
おとこ	の	ひと	は	オーブン	に	ピザ	を	いれて	い
ます。
otoko	no	hito	wa	oobun	ni	piza	o	irete	imasu.
女の子	は	オーブン	に	パイ	を	入れて	います。
おんなのこ	は	オーブン	に	パイ	を	いれて	い	
ます。
onnanoko	wa	oobun	ni	pai	o	irete	imasu.
オーブン	で	ピザ	を	焼いて	います。
オーブン	で	ピザ	を	やいて	います。
oobun	de	piza	o	yaite	imasu.

27	 私たち	は	パン	を	焼いて	います。
わたしたち	は	パン	を	やいて	います。
watashitachi	wa	pan	o	yaite	imasu.
彼女	は	お茶	に	砂糖	を	入れて	います。
かのじょ	は	おちゃ	に	さとう	を	いれて	います。
kanojo	wa	ocha	ni	satou	o	irete	imasu.
彼	は	オーブン	で	ピザ	を	焼いて	います。
かれ	は	オーブン	で	ピザ	を	やいて	います。
kare	wa	oobun	de	piza	o	yaite	imasu.

28	 パスタ
パスタ
pasuta
パスタ
パスタ
pasuta

パスタ
パスタ
pasuta
小麦粉
こむぎこ
komugiko
小麦粉
こむぎこ
komugiko
トマト
トマト
tomato

29	 女	の	人	は	小麦粉	を	三百	グラム	量って	います。
おんな	の	ひと	は	こむぎこ	を	さんびゃく	グラム	
はかって	います。
onna	no	hito	wa	komugiko	o	sanbyaku	guramu	
hakatte	imasu.
男の子	は	水	を	四百	ミリリットル	入れて	い	
ます。
おとこのこ	は	みず	を	よんひゃく	ミリリットル	
いれて	います。
otokonoko	wa	mizu	o	yonhyaku	miririttoru	
irete	imasu.
男	の	人	は	パスタ	を	六百	グラム	量って	います。
おとこ	の	ひと	は	パスタ	を	ろっぴゃく	グラム	は
かって	います。
otoko	no	hito	wa	pasuta	o	roppyaku	guramu	
hakatte	imasu.
女の子	は	牛乳	を	九百	ミリリットル	入れて	い
ます。
おんなのこ	は	ぎゅうにゅう	を	きゅうひゃく	ミ
リリットル	いれて	います。
onnanoko	wa	gyuunyuu	o	kyuuhyaku	
miririttoru	irete	imasu.

30	 砂糖	を	四百	グラム	加えます。
さとう	を	よんひゃく	グラム	くわえます。
satou	o	yonhyaku	guramu	kuwaemasu.
冷たい	牛乳	を	二百五十	ミリリットル	加え	
ます。
つめたい	ぎゅうにゅう	を	にひゃくごじゅう	ミ
リリットル	くわえます。
tsumetai	gyuunyuu	o	nihyakugojuu	miririttoru	
kuwaemasu.
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塩	を	五	グラム	加えます。
しお	を	ご	グラム	くわえます。
shio	o	go	guramu	kuwaemasu.
水	を	百二十	ミリリットル	加えます。
みず	を	ひゃくにじゅう	ミリリットル	くわえ
ます。
mizu	o	hyakunijuu	miririttoru	kuwaemasu.

31	 彼	は	青い	ネクタイ	を	選んで	います。
かれ	は	あおい	ネクタイ	を	えらんで	います。
kare	wa	aoi	nekutai	o	erande	imasu.
彼女	は	昼食	に	パスタ	を	選んで	います。
かのじょ	は	ちゅうしょく	に	パスタ	を	えらんで	
います。
kanojo	wa	chuushoku	ni	pasuta	o	erande	
imasu.
私	は	海岸	で	はく	サンダル	を	選んで	います。
わたし	は	かいがん	で	はく	サンダル	を	えらんで	
います。
watashi	wa	kaigan	de	haku	sandaru	o	erande	
imasu.
彼	は	借りる	自転車	を	選んで	います。
かれ	は	かりる	じてんしゃ	を	えらんで	います。
kare	wa	kariru	jitensha	o	erande	imasu.

32	 彼女	は	自分	の	本	の	ため	に	一番	小さい	箱	を	選び
ました。
かのじょ	は	じぶん	の	ほん	の	ため	に	いちばん	ち
いさい	はこ	を	えらびました。
kanojo	wa	jibun	no	hon	no	tame	ni	ichiban	
chiisai	hako	o	erabimashita.
彼ら	は	今夜	の	ため	に	映画	を	選んで	います。
かれら	は	こんや	の	ため	に	えいが	を	えらんで	い
ます。
karera	wa	konya	no	tame	ni	eiga	o	erande	
imasu.
彼	は	結婚式	の	ため	に	スーツ	を	選んで	います。
かれ	は	けっこんしき	の	ため	に	スーツ	を	えらん
で	います。
kare	wa	kekkonshiki	no	tame	ni	suutsu	o	
erande	imasu.
彼女	は	パスタ	を	選びました。
かのじょ	は	パスタ	を	えらびました。
kanojo	wa	pasuta	o	erabimashita.

33	 私	は	パスタ	を	作って	います。
わたし	は	パスタ	を	つくって	います。
watashi	wa	pasuta	o	tsukutte	imasu.
私たち	は	音楽	を	選んで	います。
わたしたち	は	おんがく	を	えらんで	います。
watashitachi	wa	ongaku	o	erande	imasu.
彼ら	は	夕食	に	パスタ	を	食べて	います。
かれら	は	ゆうしょく	に	パスタ	を	たべて	い	
ます。
karera	wa	yuushoku	ni	pasuta	o	tabete	imasu.
私	は	赤い	くつ	を	選んで	います。
わたし	は	あかい	くつ	を	えらんで	います。
watashi	wa	akai	kutsu	o	erande	imasu.

34	 ケーキ	の	作り方	を	教えて	くれませんか。
ケーキ	の	つくりかた	を	おしえて	くれませ	
んか。
keeki	no	tsukurikata	o	oshiete	kuremasenka.
はい。	まず、	小麦粉	を	四百	グラム	と	砂糖	を	三
百	グラム	量ります。
はい。	まず、	こむぎこ	を	よんひゃく	グラム	と	
さとう	を	さんびゃく	グラム	はかります。
hai.	mazu,	komugiko	o	yonhyaku	guramu	to	
satou	o	sanbyaku	guramu	hakarimasu.
次	に、	牛乳	を	百二十	ミリリットル	と	たまご	を	
二個	加えます。
つぎ	に、	ぎゅうにゅう	を	ひゃくにじゅう	ミリ
リットル	と	たまご	を	にこ	くわえます。
tsugi	ni,	gyuunyuu	o	hyakunijuu	miririttoru	to	
tamago	o	niko	kuwaemasu.
それから、	バター	を	百五十	グラム	と	塩	を	一	グ
ラム	加えます。
それから、	バター	を	ひゃくごじゅう	グラム	と	
しお	を	いち	グラム	くわえます。
sorekara,	bataa	o	hyakugojuu	guramu	to	shio	o	
ichi	guramu	kuwaemasu.
最後	に、	百八十度	の	オーブン	で	一時間	焼き
ます。
さいご	に、	ひゃくはちじゅうど	の	オーブン	で	
いちじかん	やきます。
saigo	ni,	hyakuhachijuudo	no	oobun	de	
ichijikan	yakimasu.
おいしい	ですね。
おいしい	ですね。
oishii	desune.
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3.5 マイルストーン

01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
はい。
はい。
hai.

03	 息子	の	ジョハン	に	会ったこと	が	ありますか。
むすこ	の	ジョハン	に	あったこと	が	ありま	
すか。
musuko	no	johan	ni	attakoto	ga	arimasuka.
はい。	ありますよ。	ジョハン、	お元気	で	
すか。
はい。	ありますよ。	ジョハン、	おげんき	で
すか。
hai.	arimasuyo.	johan,	ogenki	desuka.

04	 日本語	が	上手	ですね。	勉強して	いるん	で	
すか。
にほんご	が	じょうず	ですね。	べんきょうして	
いるん	ですか。
nihongo	ga	jouzu	desune.	benkyoushite	irun	
desuka.
はい、	勉強して	います。
はい、	べんきょうして	います。
hai,	benkyoushite	imasu.

05	 さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

06	 この	家	は	面白い	と	思います。
この	いえ	は	おもしろい	と	おもいます。
kono	ie	wa	omoshiroi	to	omoimasu.

ぼく	は	そう	思いません。	つまらない	と	思い
ます。
ぼく	は	そう	おもいません。	つまらない	と	おも
います。
boku	wa	sou	omoimasen.	tsumaranai	to	
omoimasu.

07	 どこ	で	それ	を	見つけましたか。
どこ	で	それ	を	みつけましたか。
doko	de	sore	o	mitsukemashitaka.
ぼく	の	部屋	で。
ぼく	の	へや	で。
boku	no	heya	de.

08	 何	の	かぎ	だと	思いますか。
なん	の	かぎ	だと	おもいますか。
nan	no	kagi	dato	omoimasuka.
わかりません。
わかりません。
wakarimasen.

09	 その	ドア	ですか。
その	ドア	ですか。
sono	doa	desuka.
いいえ、	この	ドア	では	ありません。　
いいえ、	この	ドア	では	ありません。　
iie,	kono	doa	dewa	arimasen.　

10	 その	箱	の	中	に	何か	ありますか。
その	はこ	の	なか	に	なにか	ありますか。
sono	hako	no	naka	ni	nanika	arimasuka.
いいえ、	何も	ありません。
いいえ、	なにも	ありません。
iie,	nanimo	arimasen.

11	 私たち	が	入る	のに	スペース	が	ありますか。
わたしたち	が	はいる	のに	スペース	が	ありま
すか。
watashitachi	ga	hairu	noni	supeesu	ga	
arimasuka.
はい、	ありますよ。
はい、	ありますよ。
hai,	arimasuyo.
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12	 懐中電灯	が	ありますか。
かいちゅうでんとう	が	ありますか。
kaichuudentou	ga	arimasuka.
はい、	ありますよ。
はい、	ありますよ。
hai,	arimasuyo.

13	 この	虫	は	危険	ですか。
この	むし	は	きけん	ですか。
kono	mushi	wa	kiken	desuka.
いいえ、	危険	では	ありませんよ。
いいえ、	きけん	では	ありませんよ。
iie,	kiken	dewa	arimasenyo.

14	 かぎ	が	入りますか。
かぎ	が	はいりますか。
kagi	ga	hairimasuka.
はい。	入りましたよ。
はい。	はいりましたよ。
hai.	hairimashitayo.

4.1 コア	レッスン

01	 インド	は	アジア	に	あります。
インド	は	アジア	に	あります。
indo	wa	ajia	ni	arimasu.
この	人	は	インド	の	女	の	人	です。
この	ひと	は	インド	の	おんな	の	ひと	です。
kono	hito	wa	indo	no	onna	no	hito	desu.
メキシコ	は	北	アメリカ	に	あります。
メキシコ	は	きた	アメリカ	に	あります。
mekishiko	wa	kita	amerika	ni	arimasu.
この	人	は	メキシコ	の	男	の	人	です。
この	ひと	は	メキシコ	の	おとこ	の	ひと	です。
kono	hito	wa	mekishiko	no	otoko	no	hito	desu.
日本	は	アジア	に	あります。
にほん	は	アジア	に	あります。
nihon	wa	ajia	ni	arimasu.
この	女の子	は	日本人	です。
この	おんなのこ	は	にほんじん	です。
kono	onnanoko	wa	nihonjin	desu.

02	 アメリカ	の	帽子
アメリカ	の	ぼうし
amerika	no	boushi
イタリア	の	パスタ
イタリア	の	パスタ
itaria	no	pasuta
ドイツ	の	車
ドイツ	の	くるま
doitsu	no	kuruma
メキシコ	の	家
メキシコ	の	いえ
mekishiko	no	ie

03	 ロシア	の	おもちゃ
ロシア	の	おもちゃ
roshia	no	omocha
エジプト	の	像
エジプト	の	ぞう
ejiputo	no	zou
インド	の	服
インド	の	ふく
indo	no	fuku
アメリカ	の	車
アメリカ	の	くるま
amerika	no	kuruma
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4.1 次のページへ

04	 フランス	の	デザート
フランス	の	デザート
furansu	no	dezaato
中国	の	絵
ちゅうごく	の	え
chuugoku	no	e
日本	の	山
にほん	の	やま
nihon	no	yama
ロシア	の	教会
ロシア	の	きょうかい
roshia	no	kyoukai

05	 アメリカ	の	レストラン
アメリカ	の	レストラン
amerika	no	resutoran
インド	の	寺院
インド	の	じいん
indo	no	jiin
日本	の	レストラン
にほん	の	レストラン
nihon	no	resutoran
ロシア	の	教会
ロシア	の	きょうかい
roshia	no	kyoukai
エジプト	の	服
エジプト	の	ふく
ejiputo	no	fuku
中国	の	服
ちゅうごく	の	ふく
chuugoku	no	fuku

06	 彼	は	ドイツ	料理	を	作って	います。
かれ	は	ドイツ	りょうり	を	つくって	います。
kare	wa	doitsu	ryouri	o	tsukutte	imasu.
私	は	イタリア	料理	を	買いました。
わたし	は	イタリア	りょうり	を	かいました。
watashi	wa	itaria	ryouri	o	kaimashita.
エジプト	料理	は	テーブル	の	上	に	あります。
エジプト	りょうり	は	テーブル	の	うえ	に	あり
ます。
ejiputo	ryouri	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.

彼ら	は	メキシコ	料理	を	食べる	ところ	です。
かれら	は	メキシコ	りょうり	を	たべる	ところ	
です。
karera	wa	mekishiko	ryouri	o	taberu	tokoro	
desu.

07	 パーティ	に	何	を	持って	きましたか。
パーティ	に	なに	を	もって	きましたか。
paati	ni	nani	o	motte	kimashitaka.
フランス	料理	を	持って	きました。
フランス	りょうり	を	もって	きました。
furansu	ryouri	o	motte	kimashita.
何	を	持って	きましたか。
なに	を	もって	きましたか。
nani	o	motte	kimashitaka.
中国	料理	を	持って	きました。
ちゅうごく	りょうり	を	もって	きました。
chuugoku	ryouri	o	motte	kimashita.

08	 フランス	料理	を	持って	きましたか。
フランス	りょうり	を	もって	きましたか。
furansu	ryouri	o	motte	kimashitaka.
はい、	持って	きました。
はい、	もって	きました。
hai,	motte	kimashita.
中国	料理	を	持って	きましたか。
ちゅうごく	りょうり	を	もって	きましたか。
chuugoku	ryouri	o	motte	kimashitaka.
はい、	持って	きました。
はい、	もって	きました。
hai,	motte	kimashita.

09	 どんな	料理	が	好き	ですか。
どんな	りょうり	が	すき	ですか。
donna	ryouri	ga	suki	desuka.
イタリア	料理	と	ドイツ	料理	が	好き	です。
イタリア	りょうり	と	ドイツ	りょうり	が	すき	
です。
itaria	ryouri	to	doitsu	ryouri	ga	suki	desu.
ドイツ	料理	は	おいしい	ですが、	イタリア	料理	
の	方	が	好き	です。
ドイツ	りょうり	は	おいしい	ですが、	イタリア	
りょうり	の	ほう	が	すき	です。
doitsu	ryouri	wa	oishii	desuga,	itaria	ryouri	no	
hou	ga	suki	desu.
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夕食	に	この	イタリア	料理	の	レストラン	に	行き
ませんか。
ゆうしょく	に	この	イタリア	りょうり	の	レスト
ラン	に	いきませんか。
yuushoku	ni	kono	itaria	ryouri	no	resutoran	ni	
ikimasenka.

10	 兵士
へいし
heishi
兵士
へいし
heishi
兵士
へいし
heishi
女王
じょおう
joou
女王
じょおう
joou
国王
こくおう
kokuou

11	 この	兵士	は	女王	に	会って	います。
この	へいし	は	じょおう	に	あって	います。
kono	heishi	wa	joou	ni	atte	imasu.
彼女	は	イギリス	の	女王	です。
かのじょ	は	イギリス	の	じょおう	です。
kanojo	wa	igirisu	no	joou	desu.
国王	は	ここ	に	座り	ます。
こくおう	は	ここ	に	すわり	ます。
kokuou	wa	koko	ni	suwari	masu.
国王	は	これ	を	かぶり	ます。
こくおう	は	これ	を	かぶり	ます。
kokuou	wa	kore	o	kaburi	masu.
フランス	の	国王	は	ここ	に	住んで	いました。
フランス	の	こくおう	は	ここ	に	すんで	いま	
した。
furansu	no	kokuou	wa	koko	ni	sunde	imashita.

この	兵士	は	家族	に	手紙	を	書いて	います。
この	へいし	は	かぞく	に	てがみ	を	かいて	い	
ます。
kono	heishi	wa	kazoku	ni	tegami	o	kaite	imasu.

12	 彼	は	四十	年	前	兵士	でした。
かれ	は	よんじゅう	ねん	まえ	へいし	でした。
kare	wa	yonjuu	nen	mae	heishi	deshita.
兵士たち	は	登って	います。
へいしたち	は	のぼって	います。
heishitachi	wa	nobotte	imasu.
兵士たち	は	走って	います。
へいしたち	は	はしって	います。
heishitachi	wa	hashitte	imasu.
この	兵士	は	子供	に	話して	います。
この	へいし	は	こども	に	はなして	います。
kono	heishi	wa	kodomo	ni	hanashite	imasu.

13	 これ	は	中国	の	兵士	の	像	です。
これ	は	ちゅうごく	の	へいし	の	ぞう	です。
kore	wa	chuugoku	no	heishi	no	zou	desu.
これ	は	エジプト	の	国王	の	像	です。
これ	は	エジプト	の	こくおう	の	ぞう	です。
kore	wa	ejiputo	no	kokuou	no	zou	desu.
これ	は	兵士	の	絵	です。
これ	は	へいし	の	え	です。
kore	wa	heishi	no	e	desu.
これ	は	女王	の	絵	です。
これ	は	じょおう	の	え	です。
kore	wa	joou	no	e	desu.

14	 大人たち	は	投票	して	います。
おとなたち	は	とうひょう	して	います。
otonatachi	wa	touhyou	shite	imasu.
誰か	が	投票	して	います。
だれか	が	とうひょう	して	います。
dareka	ga	touhyou	shite	imasu.
学生たち	は	投票	して	います。
がくせいたち	は	とうひょう	して	います。
gakuseitachi	wa	touhyou	shite	imasu.
今	は	誰	も	投票	して	いません。
いま	は	だれ	も	とうひょう	して	いません。
ima	wa	dare	mo	touhyou	shite	imasen.
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15	 彼ら	は	投票	する	ため	に	並んで	待って	います。
かれら	は	とうひょう	する	ため	に	ならんで	まっ
て	います。
karera	wa	touhyou	suru	tame	ni	narande	matte	
imasu.
彼	は	投票	して	います。
かれ	は	とうひょう	して	います。
kare	wa	touhyou	shite	imasu.
彼女	は	投票	しました。
かのじょ	は	とうひょう	しました。
kanojo	wa	touhyou	shimashita.

16	 今日	は	選挙	が	あります。	人々	は	投票	して	い	
ます。
きょう	は	せんきょ	が	あります。	ひとびと	は	と
うひょう	して	います。
kyou	wa	senkyo	ga	arimasu.	hitobito	wa	
touhyou	shite	imasu.
たくさん	の	人々	が	彼	に	投票	しました。	彼	が	当
選	する	と	思い	ます。
たくさん	の	ひとびと	が	かれ	に	とうひょう	しま
した。	かれ	が	とうせん	する	と	おもい	ます。
takusan	no	hitobito	ga	kare	ni	touhyou	
shimashita.	kare	ga	tousen	suru	to	omoi	masu.
選挙	は	終わり	ました。	皆	投票	を	終え	ました。
せんきょ	は	おわり	ました。	みんな	とうひょう	
を	おえ	ました。
senkyo	wa	owari	mashita.	minna	touhyou	o	oe	
mashita.

17	 選挙	は	昨日	でした。
せんきょ	は	きのう	でした。
senkyo	wa	kinou	deshita.
彼	は	選挙	に	落選	しました。
かれ	は	せんきょ	に	らくせん	しました。
kare	wa	senkyo	ni	rakusen	shimashita.
彼	は	選挙	に	当選	しました。
かれ	は	せんきょ	に	とうせん	しました。
kare	wa	senkyo	ni	tousen	shimashita.

18	 先月、	彼	は	選挙	に	当選	しました。
せんげつ、	かれ	は	せんきょ	に	とうせん	しま
した。
sengetsu,	kare	wa	senkyo	ni	tousen	shimashita.
今	は、	大統領	です。
いま	は、	だいとうりょう	です。
ima	wa,	daitouryou	desu.
来月、	彼	は	ヨーロッパ	を	訪問	します。
らいげつ、	かれ	は	ヨーロッパ	を	ほうもん	し
ます。
raigetsu,	kare	wa	yooroppa	o	houmon	shimasu.
そこで、	イギリス	の	首相	に	会います。
そこで、	イギリス	の	しゅしょう	に	あいます。
sokode,	igirisu	no	shushou	ni	aimasu.

19	 インド	の	首相	は	兵士	と	話して	います。
インド	の	しゅしょう	は	へいし	と	はなして	い
ます。
indo	no	shushou	wa	heishi	to	hanashite	imasu.
アメリカ	の	大統領	は	ここ	に	住んで	います。
アメリカ	の	だいとうりょう	は	ここ	に	すんで	い
ます。
amerika	no	daitouryou	wa	koko	ni	sunde	
imasu.
イギリス	の	首相	は	ドイツ	に	到着	しました。
イギリス	の	しゅしょう	は	ドイツ	に	とうちゃく	
しました。
igirisu	no	shushou	wa	doitsu	ni	touchaku	
shimashita.
メキシコ	の	大統領	は	質問	に	答えて	います。
メキシコ	の	だいとうりょう	は	しつもん	に	こた
えて	います。
mekishiko	no	daitouryou	wa	shitsumon	ni	
kotaete	imasu.

20	 アメリカ	の	旗	は	建物	の	前	に	あります。
アメリカ	の	はた	は	たてもの	の	まえ	に	あり	
ます。
amerika	no	hata	wa	tatemono	no	mae	ni	
arimasu.
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年	を	とった	男	の	人	は	メキシコ	の	旗	を	持って	い
ます。
とし	を	とった	おとこ	の	ひと	は	メキシコ	の	はた	
を	もって	います。
toshi	o	totta	otoko	no	hito	wa	mekishiko	no	
hata	o	motte	imasu.
皆	ドイツ	の	旗	を	持って	います。
みんな	ドイツ	の	はた	を	もって	います。
minna	doitsu	no	hata	o	motte	imasu.
この	建物	に	たくさん	の	旗	が	あります。
この	たてもの	に	たくさん	の	はた	が	あります。
kono	tatemono	ni	takusan	no	hata	ga	arimasu.

21	 メキシコ	人	は	踊って	います。
メキシコ	じん	は	おどって	います。
mekishiko	jin	wa	odotte	imasu.
ドイツ	人	は	試合	を	見て	います。
ドイツ	じん	は	しあい	を	みて	います。
doitsu	jin	wa	shiai	o	mite	imasu.
ロシア	人	は	大統領	選挙	に	投票	して	います。
ロシア	じん	は	だいとうりょう	せんきょ	に	とう
ひょう	して	います。
roshia	jin	wa	daitouryou	senkyo	ni	touhyou	
shite	imasu.
アメリカ	人	は	旗	を	持って	います。
アメリカ	じん	は	はた	を	もって	います。
amerika	jin	wa	hata	o	motte	imasu.
イタリア	人	は	サッカー	を	して	います。
イタリア	じん	は	サッカー	を	して	います。
itaria	jin	wa	sakkaa	o	shite	imasu.
彼	は	フランス	に	勝って	ほしい	です。
かれ	は	フランス	に	かって	ほしい	です。
kare	wa	furansu	ni	katte	hoshii	desu.

22	 どこ	に	行き	ますか。
どこ	に	いき	ますか。
doko	ni	iki	masuka.
投票	に	行き	ます。
とうひょう	に	いき	ます。
touhyou	ni	iki	masu.

何	の	投票	に	行き	ますか。
なん	の	とうひょう	に	いき	ますか。
nan	no	touhyou	ni	iki	masuka.
大統領	選挙	の	投票	に	行きます。
だいとうりょう	せんきょ	の	とうひょう	に	いき
ます。
daitouryou	senkyo	no	touhyou	ni	ikimasu.

23	 インド	の	首相	は	アメリカ	の	大統領	に	会って	い
ます。
インド	の	しゅしょう	は	アメリカ	の	だいとうり
ょう	に	あって	います。
indo	no	shushou	wa	amerika	no	daitouryou	ni	
atte	imasu.
ぼく	は	いつか	大統領	に	なりたい	です。
ぼく	は	いつか	おおとうりょう	に	なりたい		
です。
boku	wa	itsuka	ootouryou	ni	naritai	desu.
ロシア	の	首相	は	学校	を	訪問	して	います。
ロシア	の	しゅしょう	は	がっこう	を	ほうもん	し
て	います。
roshia	no	shushou	wa	gakkou	o	houmon	shite	
imasu.

24	 今日	は	どの	くらい	投票	が	続いて	いますか。
きょう	は	どの	くらい	とうひょう	が	つづいて	い
ますか。
kyou	wa	dono	kurai	touhyou	ga	tsuzuite	
imasuka.
七時	間	続いて	います。
ななじ	かん	つづいて	います。
nanaji	kan	tsuzuite	imasu.
ジョーンズ	氏	が	当選	する	と	思いますか。
ジョーンズ	し	が	とうせん	する	と	おもいま	
すか。
joonzu	shi	ga	tousen	suru	to	omoimasuka.
はい、	当選	する	と	思います。	彼	に	投票	しま
した。
はい、	とうせん	する	と	おもいます。	かれ	に	と
うひょう	しました。
hai,	tousen	suru	to	omoimasu.	kare	ni	touhyou	
shimashita.
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25	 彼ら	は	インターネット	で	Eメール	を	送って	い
ます。
かれら	は	インターネット	で	Eメール	を	おくっ
て	います。
karera	wa	intaanetto	de	Emeeru	o	okutte	
imasu.
彼女	は	インターネット	で	ホテル	の	予約	を	して	
います。
かのじょ	は	インターネット	で	ホテル	の	よやく	
を	して	います。
kanojo	wa	intaanetto	de	hoteru	no	yoyaku	o	
shite	imasu.
彼	は	インターネット	で	何か	買って	います。
かれ	は	インターネット	で	なにか	かって	い	
ます。
kare	wa	intaanetto	de	nanika	katte	imasu.
私	は	インド	について	の	雑誌	を	読んで	います。
わたし	は	インド	について	の	ざっし	を	よんで	い
ます。
watashi	wa	indo	nitsuite	no	zasshi	o	yonde	
imasu.
彼ら	は	雑誌	を	読んで	います。
かれら	は	ざっし	を	よんで	います。
karera	wa	zasshi	o	yonde	imasu.
彼女	は	雑誌	を	買って	います。
かのじょ	は	ざっし	を	かって	います。
kanojo	wa	zasshi	o	katte	imasu.

26	 何	を	見て	いますか。
なに	を	みて	いますか。
nani	o	mite	imasuka.
ニュース	を	見て	います。
ニュース	を	みて	います。
nyuusu	o	mite	imasu.
今夜	の	話題	は	何	ですか。
こんや	の	わだい	は	なん	ですか。
konya	no	wadai	wa	nan	desuka.

選挙	について	話して	いました。	今	は、	天気	に
ついて	話して	います。
せんきょ	について	はなして	いました。	いま	
は、	てんき	について	はなして	います。
senkyo	nitsuite	hanashite	imashita.	ima	wa,	
tenki	nitsuite	hanashite	imasu.
サッカー	の	試合	で	どの	チーム	が	勝ったか	話し
て	いましたか。
サッカー	の	しあい	で	どの	チーム	が	かったか	は
なして	いましたか。
sakkaa	no	shiai	de	dono	chiimu	ga	kattaka	
hanashite	imashitaka.
いいえ、	でも	もうすぐ	話しますよ。
いいえ、	でも	もうすぐ	はなしますよ。
iie,	demo	mousugu	hanashimasuyo.

27	 彼女	は	雑誌	の	ニュース	を	読んで	います。
かのじょ	は	ざっし	の	ニュース	を	よんで	い	
ます。
kanojo	wa	zasshi	no	nyuusu	o	yonde	imasu.
私	は	インターネット	で	ニュース	を	読んで	い
ます。
わたし	は	インターネット	で	ニュース	を	よんで	
います。
watashi	wa	intaanetto	de	nyuusu	o	yonde	
imasu.
今日	は	新聞	に	大事	な	ニュース	が	出て	いま	
すよ。
きょう	は	しんぶん	に	だいじ	な	ニュース	が	でて	
いますよ。
kyou	wa	shinbun	ni	daiji	na	nyuusu	ga	dete	
imasuyo.

28	 選挙	について	の	ニュース	は	ありますか。
せんきょ	について	の	ニュース	は	ありますか。
senkyo	nitsuite	no	nyuusu	wa	arimasuka.
たくさん	の	人々	が	並んで	投票	を	待って	い	
ます。
たくさん	の	ひとびと	が	ならんで	とうひょう	を	
まって	います。
takusan	no	hitobito	ga	narande	touhyou	o	
matte	imasu.
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試合	について	の	ニュース	は	ありますか。
しあい	について	の	ニュース	は	ありますか。
shiai	nitsuite	no	nyuusu	wa	arimasuka.
ブラジル	が	勝ちました。
ブラジル	が	かちました。
burajiru	ga	kachimashita.

29	 この	男	の	人たち	は	テレビ	で	試合	を	見て	い	
ます。
この	おとこ	の	ひとたち	は	テレビ	で	しあい	を	み
て	います。
kono	otoko	no	hitotachi	wa	terebi	de	shiai	o	
mite	imasu.
女	の	人	は	テレビ	で	ニュース	を	見て	います。
おんな	の	ひと	は	テレビ	で	ニュース	を	みて	い
ます。
onna	no	hito	wa	terebi	de	nyuusu	o	mite	
imasu.
子供たち	は	テレビ	で	面白い	映画	を	見て	い	
ます。
こどもたち	は	テレビ	で	おもしろい	えいが	を	み
て	います。
kodomotachi	wa	terebi	de	omoshiroi	eiga	o	
mite	imasu.

30	 私たち	は	ラジオ	で	ニュース	を	聞いて	います。
わたしたち	は	ラジオ	で	ニュース	を	きいて	い
ます。
watashitachi	wa	rajio	de	nyuusu	o	kiite	imasu.
女	の	人たち	は	テレビ	で	ニュース	を	見て	い	
ます。
おんな	の	ひとたち	は	テレビ	で	ニュース	を	みて	
います。
onna	no	hitotachi	wa	terebi	de	nyuusu	o	mite	
imasu.
ぼく	は	インターネット	で	ニュース	を	読んで	い
ます。
ぼく	は	インターネット	で	ニュース	を	よんで	い
ます。
boku	wa	intaanetto	de	nyuusu	o	yonde	imasu.
彼女	は	雑誌	の	ニュース	を	読んで	います。
かのじょ	は	ざっし	の	ニュース	を	よんで	い	
ます。
kanojo	wa	zasshi	no	nyuusu	o	yonde	imasu.

31	 オーストラリア	の	選挙	の	ニュース	を	読みまし
たか。
オーストラリア	の	せんきょ	の	ニュース	を	よみ
ましたか。
oosutoraria	no	senkyo	no	nyuusu	o	
yomimashitaka.
いいえ、	どう	なりましたか。
いいえ、	どう	なりましたか。
iie,	dou	narimashitaka.
スミス	氏	が	当選	しました。
スミス	し	が	とうせん	しました。
sumisu	shi	ga	tousen	shimashita.
女王	の	ニュース	を	読みましたか。
じょおう	の	ニュース	を	よみましたか。
joou	no	nyuusu	o	yomimashitaka.
いいえ、	どうしたん	ですか。
いいえ、	どうしたん	ですか。
iie,	doushitan	desuka.
インド	を	訪問	して	います。
インド	を	ほうもん	して	います。
indo	o	houmon	shite	imasu.

32	 誰	が	テレビ	に	出て	いますか。
だれ	が	テレビ	に	でて	いますか。
dare	ga	terebi	ni	dete	imasuka.
首相	が	出て	います。
しゅしょう	が	でて	います。
shushou	ga	dete	imasu.
テレビ	で	何	を	やって	いますか。
テレビ	で	なに	を	やって	いますか。
terebi	de	nani	o	yatte	imasuka.
試合	を	やって	います。
しあい	を	やって	います。
shiai	o	yatte	imasu.
テレビ	で	何	を	やって	いますか。
テレビ	で	なに	を	やって	いますか。
terebi	de	nani	o	yatte	imasuka.
天気	予報	を	やって	います。
てんき	よほう	を	やって	います。
tenki	yohou	o	yatte	imasu.
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33	 今日	の	ニュース	は	何	でしたか。
きょう	の	ニュース	は	なん	でしたか。
kyou	no	nyuusu	wa	nan	deshitaka.
国王	が	結婚	した	こと	でした。
こくおう	が	けっこん	した	こと	でした。
kokuou	ga	kekkon	shita	koto	deshita.
今日	の	ニュース	は	何	でしたか。
きょう	の	ニュース	は	なん	でしたか。
kyou	no	nyuusu	wa	nan	deshitaka.
女王	が	病院	を	訪問	した	こと	でした。
じょおう	が	びょういん	を	ほうもん	した	こと	で
した。
joou	ga	byouin	o	houmon	shita	koto	deshita.
今日	の	ニュース	は	何	でしたか。
きょう	の	ニュース	は	なん	でしたか。
kyou	no	nyuusu	wa	nan	deshitaka.
フランス	の	大統領	が	スペイン	の	国王	に	会った	
こと	でした。
フランス	の	だいとうりょう	が	スペイン	の	こく
おう	に	あった	こと	でした。
furansu	no	daitouryou	ga	supein	no	kokuou	ni	
atta	koto	deshita.

4.2 コア	レッスン

01	 この	看板	は	たくさん	の	言語	で	書かれて	い	
ます。
この	かんばん	は	たくさん	の	げんご	で	かかれて	
います。
kono	kanban	wa	takusan	no	gengo	de	kakarete	
imasu.
この	本	は	二ヶ国語	で	書かれて	います。
この	ほん	は	にかこくご	で	かかれて	います。
kono	hon	wa	nikakokugo	de	kakarete	imasu.
これ	は	古代	の	言葉	です。
これ	は	こだい	の	ことば	です。
kore	wa	kodai	no	kotoba	desu.

02	 何ヶ国語	を	話し	ますか。
なんかこくご	を	はなし	ますか。
nankakokugo	o	hanashi	masuka.
三ヶ国語	を	話します。	英語、	スペイン語、	日
本語	です。
さんかこくご	を	はなします。	えいご、	スペイ
ンご、	にほんご	です。
sankakokugo	o	hanashimasu.	eigo,	supeingo,	
nihongo	desu.
彼	は	何語	を	話して	いますか。
かれ	は	なにご	を	はなして	いますか。
kare	wa	nanigo	o	hanashite	imasuka.
中国語	を	話して	います。
ちゅうごくご	を	はなして	います。
chuugokugo	o	hanashite	imasu.

03	 彼	が	何	を	言ったか	わかりませんでした。	何語	
を	話して	いますか。
かれ	が	なに	を	いったか	わかりませんでした。	
なにご	を	はなして	いますか。
kare	ga	nani	o	ittaka	wakarimasendeshita.	
nanigo	o	hanashite	imasuka.
スペイン語	を	話して	います。
スペインご	を	はなして	います。
supeingo	o	hanashite	imasu.
彼	が	何	を	言っているか	わかりますか。
かれ	が	なに	を	いっているか	わかりますか。
kare	ga	nani	o	itteiruka	wakarimasuka.
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少し	だけ	わかります。
すこし	だけ	わかります。
sukoshi	dake	wakarimasu.

04	 これ	は	日本語	で	何と	いいますか。
これ	は	にほんご	で	なんと	いいますか。
kore	wa	nihongo	de	nanto	iimasuka.
日本語	で、	テーブル	と	いいます。
にほんご	で、	テーブル	と	いいます。
nihongo	de,	teeburu	to	iimasu.
これ	は	日本語	で	何と	いいますか。
これ	は	にほんご	で	なんと	いいますか。
kore	wa	nihongo	de	nanto	iimasuka.
日本語	で、	かえる	と	いいます。
にほんご	で、	かえる	と	いいます。
nihongo	de,	kaeru	to	iimasu.

05	 これ	は	日本語	で	何と	いいますか。
これ	は	にほんご	で	なんと	いいますか。
kore	wa	nihongo	de	nanto	iimasuka.
日本語	で、	くつ下	と	いいます。
にほんご	で、	くつした	と	いいます。
nihongo	de,	kutsushita	to	iimasu.
これ	は	日本語	で	何と	いいますか。
これ	は	にほんご	で	なんと	いいますか。
kore	wa	nihongo	de	nanto	iimasuka.
日本語	で、	スプーン	と	いいます。
にほんご	で、	スプーン	と	いいます。
nihongo	de,	supuun	to	iimasu.
これ	は	日本語	で	何と	いいますか。
これ	は	にほんご	で	なんと	いいますか。
kore	wa	nihongo	de	nanto	iimasuka.
日本語	で、	本	と	いいます。
にほんご	で、	ほん	と	いいます。
nihongo	de,	hon	to	iimasu.

06	 この	男	の	人たち	は	同じ	会社	で	働いて	います。
この	おとこ	の	ひとたち	は	おなじ	かいしゃ	で	は
たらいて	います。
kono	otoko	no	hitotachi	wa	onaji	kaisha	de	
hataraite	imasu.

この	女	の	人たち	は	違う	会社	で	働いて	います。
この	おんな	の	ひとたち	は	ちがう	かいしゃ	で	は
たらいて	います。
kono	onna	no	hitotachi	wa	chigau	kaisha	de	
hataraite	imasu.
この	会社	の	電話	番号	は	555-1234	です。
この	かいしゃ	の	でんわ	ばんごう	は	555-1234	
です。
kono	kaisha	no	denwa	bangou	wa	555-1234	
desu.

07	 私たち	の	会社	は	この	建物	を	買いました。
わたしたち	の	かいしゃ	は	この	たてもの	を	かい
ました。
watashitachi	no	kaisha	wa	kono	tatemono	o	
kaimashita.
会社	で	パーティー	が	あります。
かいしゃ	で	パーティー	が	あります。
kaisha	de	paatii	ga	arimasu.
この	会社	の	ニュース	は	いい	です。
この	かいしゃ	の	ニュース	は	いい	です。
kono	kaisha	no	nyuusu	wa	ii	desu.

08	 どちら	の	会社	に	勤めて	いますか。
どちら	の	かいしゃ	に	つとめて	いますか。
dochira	no	kaisha	ni	tsutomete	imasuka.
ウィーラー・	アンド・	サンズ	という	会社	に	勤
めて	います。
ウィーラー・	アンド・	サンズ	という	かいしゃ	
に	つとめて	います。
uiiraa	ando	sanzu	toiu	kaisha	ni	tsutomete	
imasu.
何年間	勤めて	いますか。
なんねんかん	つとめて	いますか。
nannenkan	tsutomete	imasuka.
十二	年間	勤めて	います。
じゅうに	ねんかん	つとめて	います。
juuni	nenkan	tsutomete	imasu.
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09	 この	男の子たち	は	会社員	に	なりたい	です。
この	おとこのこたち	は	かいしゃいん	に	なりた
い	です。
kono	otokonokotachi	wa	kaishain	ni	naritai	
desu.
男の子	の	お母さん	は	会社員	です。
おとこのこ	の	おかあさん	は	かいしゃいん		
です。
otokonoko	no	okaasan	wa	kaishain	desu.
女の子	の	お父さん	は	会社員	です。
おんなのこ	の	おとうさん	は	かいしゃいん		
です。
onnanoko	no	otousan	wa	kaishain	desu.
彼	の	奥さん	は	会社員	です。
かれ	の	おくさん	は	かいしゃいん	です。
kare	no	okusan	wa	kaishain	desu.

10	 エジプト人	の	会社員	は	お茶	を	飲んで	います。
エジプトじん	の	かいしゃいん	は	おちゃ	を	のん
で	います。
ejiputojin	no	kaishain	wa	ocha	o	nonde	imasu.
中国人	の	会社員	は	電話	で	話して	います。
ちゅうごくじん	の	かいしゃいん	は	でんわ	で	は
なして	います。
chuugokujin	no	kaishain	wa	denwa	de	
hanashite	imasu.
フランス人	の	会社員	は	ノート	パソコン	を	持っ
て	います。
フランスじん	の	かいしゃいん	は	ノート	パソコ
ン	を	もって	います。
furansujin	no	kaishain	wa	nooto	pasokon	o	
motte	imasu.
アメリカ人	の	会社員	は	会社	で	ミーティング	を	
しています。
アメリカじん	の	かいしゃいん	は	かいしゃ	で	ミ
ーティング	を	しています。
amerikajin	no	kaishain	wa	kaisha	de	miitingu	o	
shiteimasu.

11	 私	は	会社員	で、	父	です。
わたし	は	かいしゃいん	で、	ちち	です。
watashi	wa	kaishain	de,	chichi	desu.
この	男	の	人	は	音楽家	で、	教師	です。
この	おとこ	の	ひと	は	おんがくか	で、	きょうし	
です。
kono	otoko	no	hito	wa	ongakuka	de,	kyoushi	
desu.
彼女	は	会社員	で、	お母さん	です。
かのじょ	は	かいしゃいん	で、	おかあさん		
です。
kanojo	wa	kaishain	de,	okaasan	desu.

12	 これ	は	国	で、	大陸	です。
これ	は	くに	で、	たいりく	です。
kore	wa	kuni	de,	tairiku	desu.
私	は	母	で、	娘	です。
わたし	は	はは	で、	むすめ	です。
watashi	wa	haha	de,	musume	desu.
この	男	の	人	は	運動	して	います。	それから	テレ
ビ	も	見て	います。
この	おとこ	の	ひと	は	うんどう	して	います。	そ
れから	テレビ	も	みて	います。
kono	otoko	no	hito	wa	undou	shite	imasu.	
sorekara	terebi	mo	mite	imasu.

13	 ギター	を	上手	に	演奏	しますね。	他	の	楽器	も	演
奏	しますか。
ギター	を	じょうず	に	えんそう	しますね。	ほか	
の	がっき	も	えんそう	しますか。
gitaa	o	jouzu	ni	ensou	shimasune.	hoka	no	
gakki	mo	ensou	shimasuka.
はい、	ピアノ	も	演奏	します。
はい、	ピアノ	も	えんそう	します。
hai,	piano	mo	ensou	shimasu.
英語	と	ロシア語	を	話しますね。	他	の	言語	も	話
しますか。
えいご	と	ロシアご	を	はなしますね。	ほか	の	げ
んご	も	はなしますか。
eigo	to	roshiago	o	hanashimasune.	hoka	no	
gengo	mo	hanashimasuka.
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はい、	スペイン語	も	話します。
はい、	スペインご	も	はなします。
hai,	supeingo	mo	hanashimasu.

14	 犬	を	飼って	いますか。
いぬ	を	かって	いますか。
inu	o	katte	imasuka.
はい、	一匹	飼って	います。	それから	猫	も	一匹	
飼って	います。
はい、	いっぴき	かって	います。	それから	ねこ	
も	いっぴき	かって	います。
hai,	ippiki	katte	imasu.	sorekara	neko	mo	ippiki	
katte	imasu.
夕ご飯	に	何	を	準備	する	必要	が	ありますか。
ゆうごはん	に	なに	を	じゅんび	する	ひつよう	が	
ありますか。
yuugohan	ni	nani	o	junbi	suru	hitsuyou	ga	
arimasuka.
パスタ	を	作る	必要	が	あります。	それから	サラ
ダ	も	作らなければ	いけません。
パスタ	を	つくる	ひつよう	が	あります。	それか
ら	サラダ	も	つくらなければ	いけません。
pasuta	o	tsukuru	hitsuyou	ga	arimasu.	sorekara	
sarada	mo	tsukuranakereba	ikemasen.

15	 いつ	この	写真	を	とりましたか。
いつ	この	しゃしん	を	とりましたか。
itsu	kono	shashin	o	torimashitaka.
去年	の	冬	に	とりました。
きょねん	の	ふゆ	に	とりました。
kyonen	no	fuyu	ni	torimashita.
誰	が	とりましたか。
だれ	が	とりましたか。
dare	ga	torimashitaka.
私	の	弟	です。
わたし	の	おとうと	です。
watashi	no	otouto	desu.

16	 母	は	ケーキ	を	作って	います。
はは	は	ケーキ	を	つくって	います。
haha	wa	keeki	o	tsukutte	imasu.

この	ケーキ	は	今朝	作られました。
この	ケーキ	は	けさ	つくられました。
kono	keeki	wa	kesa	tsukuraremashita.
この	人たち	は	家	を	建てて	います。
この	ひとたち	は	いえ	を	たてて	います。
kono	hitotachi	wa	ie	o	tatete	imasu.
この	家	は	去年	建てられました。
この	いえ	は	きょねん	たてられました。
kono	ie	wa	kyonen	tateraremashita.

17	 スペイン語	は	どこ	で	話されて	いますか。
スペインご	は	どこ	で	はなされて	いますか。
supeingo	wa	doko	de	hanasarete	imasuka.
スペイン、	メキシコ、	そして	南	アメリカ	の	ほ
とんど	の	国	で	話されて	います。
スペイン、	メキシコ、	そして	みなみ	アメリカ	
の	ほとんど	の	くに	で	はなされて	います。
supein,	mekishiko,	soshite	minami	amerika	no	
hotondo	no	kuni	de	hanasarete	imasu.
この	モスク	は	いつ	建てられましたか。
この	モスク	は	いつ	たてられましたか。
kono	mosuku	wa	itsu	tateraremashitaka.
1287	年	に	建てられました。
1287	ねん	に	たてられました。
1287	nen	ni	tateraremashita.

18	 いつ	この	本	は	書かれましたか。
いつ	この	ほん	は	かかれましたか。
itsu	kono	hon	wa	kakaremashitaka.
1998	年	に	書かれました。
1998	ねん	に	かかれました。
1998	nen	ni	kakaremashita.
誰	が	書きましたか。
だれ	が	かきましたか。
dare	ga	kakimashitaka.
ジェーン・	テイラー	です。
ジェーン・	テイラー	です。
jeen	teiraa	desu.
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19	 南極大陸	は	1820	年	に	発見されました。
なんきょくたいりく	は	1820	ねん	に	はっけんさ
れました。
nankyokutairiku	wa	1820	nen	ni	
hakkensaremashita.
この	寺院	は	メキシコ	で	発見されました。
この	じいん	は	メキシコ	で	はっけんされま	
した。
kono	jiin	wa	mekishiko	de	hakkensaremashita.
この	像	は	島	で	発見されました。
この	ぞう	は	しま	で	はっけんされました。
kono	zou	wa	shima	de	hakkensaremashita.
この	町	は	南	アメリカ	で	発見されました。
この	まち	は	みなみ	アメリカ	で	はっけんされま
した。
kono	machi	wa	minami	amerika	de	
hakkensaremashita.

20	 この	古代	の	像	は	1974	年	に	発見されました。
この	こだい	の	ぞう	は	1974	ねん	に	はっけんされ
ました。
kono	kodai	no	zou	wa	1974	nen	ni	
hakkensaremashita.
この	ケーキ	は	私たち	の	結婚式	の	ため	に	作られ
ました。
この	ケーキ	は	わたしたち	の	けっこんしき	の	た
め	に	つくられました。
kono	keeki	wa	watashitachi	no	kekkonshiki	no	
tame	ni	tsukuraremashita.
この	車	は	今	まで	に	二	回	しか	運転されて	いま
せん。
この	くるま	は	いま	まで	に	に	かい	しか	うんてん
されて	いません。
kono	kuruma	wa	ima	made	ni	ni	kai	shika	
untensarete	imasen.
この	本	は	1985	年	に	書かれました。
この	ほん	は	1985	ねん	に	かかれました。
kono	hon	wa	1985	nen	ni	kakaremashita.

21	 この	写真	は	1961	年	に	とられました。
この	しゃしん	は	1961	ねん	に	とられました。
kono	shashin	wa	1961	nen	ni	toraremashita.
この	教会	は	1250	年	に	建てられました。
この	きょうかい	は	1250	ねん	に	たてられま	
した。
kono	kyoukai	wa	1250	nen	ni	tateraremashita.
彼女	は	1950	年	に	北京	で	生まれました。
かのじょ	は	1950	ねん	に	ぺきん	で	うまれま	
した。
kanojo	wa	1950	nen	ni	pekin	de	umaremashita.

22	 この	像	は	古代	ローマ	で	作られました。
この	ぞう	は	こだい	ローマ	で	つくられました。
kono	zou	wa	kodai	rooma	de	
tsukuraremashita.
この	本	は	1920	年	に	書かれました。
この	ほん	は	1920	ねん	に	かかれました。
kono	hon	wa	1920	nen	ni	kakaremashita.
この	スキー	は	今朝	返されました。
この	スキー	は	けさ	かえされました。
kono	sukii	wa	kesa	kaesaremashita.

23	 ボール	を	とりましたよ。
ボール	を	とりましたよ。
booru	o	torimashitayo.
誰	が	ボール	を	とりましたか。
たれ	が	ボール	を	とりましたか。
tare	ga	booru	o	torimashitaka.
ジェリー・	ロドリゲス	が	ボール	を	とりま	
した。
ジェリー・	ロドリゲス	が	ボール	を	とりま	
した。
jerii	rodorigesu	ga	booru	o	torimashita.
この	写真	は	1923	年	に	とられました。
この	しゃしん	は	1923	ねん	に	とられました。
kono	shashin	wa	1923	nen	ni	toraremashita.
誰	が	これ	を	とりましたか。
だれ	が	これ	を	とりましたか。
dare	ga	kore	o	torimashitaka.
祖母	です。
そぼ	です。
sobo	desu.
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24	 誰	に	投票	するか	について、	この	人たち	の	意見	
は	同じ	です。
だれ	に	とうひょう	するか	について、	この	ひと
たち	の	いけん	は	おなじ	です。
dare	ni	touhyou	suruka	nitsuite,	kono	hitotachi	
no	iken	wa	onaji	desu.
誰	に	投票	するか	について、	この	人たち	の	意見	
は	違います。
だれ	に	とうひょう	するか	について、	この	ひと
たち	の	いけん	は	ちがいます。
dare	ni	touhyou	suruka	nitsuite,	kono	hitotachi	
no	iken	wa	chigaimasu.
どの	映画	を	見るか	について、	この	ふたり	の	意
見	は	同じ	です。
どの	えいが	を	みるか	について、	この	ふたり	の	
いけん	は	おなじ	です。
dono	eiga	o	miruka	nitsuite,	kono	futari	no	
iken	wa	onaji	desu.
誰	が	勝ったか	について、	この	兄弟	の	意見	は	違
います。
だれ	が	かったか	について、	この	きょうだい	の	
いけん	は	ちがいます。
dare	ga	kattaka	nitsuite,	kono	kyoudai	no	iken	
wa	chigaimasu.
どの	色	を	使うか	について、	彼ら	の	意見	は	違い
ます。
どの	いろ	を	つかうか	について、	かれら	の	いけ
ん	は	ちがいます。
dono	iro	o	tsukauka	nitsuite,	karera	no	iken	wa	
chigaimasu.
どの	車	が	一番	いいか	について、	この	男	の	人た
ち	の	意見	は	同じ	です。
どの	くるま	が	いちばん	いいか	について、	この	
おとこ	の	ひとたち	の	いけん	は	おなじ	です。
dono	kuruma	ga	ichiban	iika	nitsuite,	kono	
otoko	no	hitotachi	no	iken	wa	onaji	desu.

25	 私	は	これ	が	彼	の	最高	の	絵	だと	思います。
わたし	は	これ	が	かれ	の	さいこう	の	え	だと	おも
います。
watashi	wa	kore	ga	kare	no	saikou	no	e	dato	
omoimasu.

いいえ。	私	は	これ	が	彼	の	最高	の	絵	だと	思い
ます。
いいえ。	わたし	は	これ	が	かれ	の	さいこう	の	え	
だと	おもいます。
iie.	watashi	wa	kore	ga	kare	no	saikou	no	e	
dato	omoimasu.
私たち	の	チーム	が	勝つ	と	思います。
わたしたち	の	チーム	が	かつ	と	おもいます。
watashitachi	no	chiimu	ga	katsu	to	omoimasu.
いいえ。	私たち	の	チーム	が	勝つ	と	思います。
いいえ。	わたしたち	の	チーム	が	かつ	と	おもい
ます。
iie.	watashitachi	no	chiimu	ga	katsu	to	
omoimasu.

26	 誰	に	投票	しますか。
だれ	に	とうひょう	しますか。
dare	ni	touhyou	shimasuka.
ルイーズ・	パーカー	に	投票	します。
ルイーズ・	パーカー	に	とうひょう	します。
ruiizu	paakaa	ni	touhyou	shimasu.
どうして	彼女	に	投票	するん	ですか。
どうして	かのじょ	に	とうひょう	するん	で	
すか。
doushite	kanojo	ni	touhyou	surun	desuka.
彼女	の	意見	と	同じ	なん	です。
かのじょ	の	いけん	と	おなじ	なん	です。
kanojo	no	iken	to	onaji	nan	desu.

27	 スティーブ・	ドッド	に	投票	しました。
スティーブ・	ドッド	に	とうひょう	しました。
sutiibu	doddo	ni	touhyou	shimashita.
私	は	彼	に	投票	しませんでした。
わたし	は	かれ	に	とうひょう	しませんでした。
watashi	wa	kare	ni	touhyou	shimasendeshita.
どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
先週	テレビ	で	彼	が	言って	いた	の	と	違う	意見	
	なん	です。
せんしゅう	テレビ	で	かれ	が	いって	いた	の	と	ち
がう	いけん	なん	です。
senshuu	terebi	de	kare	ga	itte	ita	no	to	chigau	
iken	nan	desu.
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28	 パーティー	は	七時半	に	始まります。
パーティー	は	しちじはん	に	はじまります。
paatii	wa	shichijihan	ni	hajimarimasu.
本当	ですか。	八時半	に	始まる	と	思って	いま
した。
ほんとう	ですか。	はちじはん	に	はじまる	と	お
もって	いました。
hontou	desuka.	hachijihan	ni	hajimaru	to	
omotte	imashita.
遅れますよ。
おくれますよ。
okuremasuyo.
昨日	は	彼女	の	誕生日	でした。
きのう	は	かのじょ	の	たんじょうび	でした。
kinou	wa	kanojo	no	tanjoubi	deshita.
本当	ですか。	今日	だと	思って	いました。
ほんとう	ですか。	きょう	だと	おもって	いま
した。
hontou	desuka.	kyou	dato	omotte	imashita.
今、	彼女	に	電話	した	ほう	が	いい	ですよね。
いま、	かのじょ	に	でんわ	した	ほう	が	いい	です
よね。
ima,	kanojo	ni	denwa	shita	hou	ga	ii	desuyone.

29	 私	が	アラビア語	を	話す	の	を	知って	いまし	
たか。
わたし	が	アラビアご	を	はなす	の	を	しって	いま
したか。
watashi	ga	arabiago	o	hanasu	no	o	shitte	
imashitaka.
本当	ですか。	知りません	でしたよ。
ほんとう	ですか。	しりません	でしたよ。
hontou	desuka.	shirimasen	deshitayo.
子供	の	時	に、	エジプト	に	住んで	いました。
こども	の	とき	に、	エジプト	に	すんで	いま	
した。
kodomo	no	toki	ni,	ejiputo	ni	sunde	imashita.
これ	は	妻	の	ちえ	です。	音楽家	です。
これ	は	つま	の	ちえ	です。	おんがくか	です。
kore	wa	tsuma	no	chie	desu.	ongakuka	desu.
本当	ですか。	それ	は	偶然	ですね。
ほんとう	ですか。	それ	は	ぐうぜん	ですね。
hontou	desuka.	sore	wa	guuzen	desune.

私	も	音楽家	です。
わたし	も	おんがくか	です。
watashi	mo	ongakuka	desu.

30	 私	は	結婚	します。
わたし	は	けっこん	します。
watashi	wa	kekkon	shimasu.
本当	ですか。	おめでとう	ございます。
ほんとう	ですか。	おめでとう	ございます。
hontou	desuka.	omedetou	gozaimasu.
勝ちましたよ。
かちましたよ。
kachimashitayo.
本当	ですか。	おめでとう	ございます。
ほんとう	ですか。	おめでとう	ございます。
hontou	desuka.	omedetou	gozaimasu.
私たち	の	子ども	は、	昨日	生まれました。
わたしたち	の	こども	は、	きのう	うまれま	
した。
watashitachi	no	kodomo	wa,	kinou	
umaremashita.
本当	ですか。	おめでとう	ございます。
ほんとう	ですか。	おめでとう	ございます。
hontou	desuka.	omedetou	gozaimasu.

31	 ロゼッタ	石	は	1799	年	に	発見された	と	知って	い
ましたか。
ロゼッタ	せき	は	1799	ねん	に	はっけんされた	と	
しって	いましたか。
rozetta	seki	wa	1799	nen	ni	hakkensareta	to	
shitte	imashitaka.
本当	ですか。	知りませんでした。
ほんとう	ですか。	しりませんでした。
hontou	desuka.	shirimasendeshita.
フランス	の	兵士	によって	エジプト	で	発見	され
ました。	でも、	今	は	イギリス	の	博物館	に	あ
ります。
フランス	の	へいし	によって	エジプト	で	はっけ
ん	されました。	でも、	いま	は	イギリス	の	は
くぶつかん	に	あります。
furansu	no	heishi	niyotte	ejiputo	de	hakken	
saremashita.	demo,	ima	wa	igirisu	no	
hakubutsukan	ni	arimasu.
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01	 テーブル	の	上	に	お皿	が	多すぎます。
テーブル	の	うえ	に	おさら	が	おおすぎます。
teeburu	no	ue	ni	osara	ga	oosugimasu.
子供たち	全員	には	椅子	が	足りません。
こどもたち	ぜんいん	には	いす	が	たりません。
kodomotachi	zenin	niwa	isu	ga	tarimasen.
本	が	多すぎて	持てません。
ほん	が	おおすぎて	もてません。
hon	ga	oosugite	motemasen.
子供たち	全員	には	コンピュータ	が	足りま	
せん。
こどもたち	ぜんいん	には	コンピュータ	が	たり
ません。
kodomotachi	zenin	niwa	konpyuuta	ga	
tarimasen.

02	 ベッド	の	上	に	枕	が	多すぎます。
ベッド	の	うえ	に	まくら	が	おおすぎます。
beddo	no	ue	ni	makura	ga	oosugimasu.
魚	が	多すぎます。
さかな	が	おおすぎます。
sakana	ga	oosugimasu.
この	通り	に	車	が	多すぎます。
この	とおり	に	くるま	が	おおすぎます。
kono	toori	ni	kuruma	ga	oosugimasu.

03	 ここ	で	は	泳げ	ません。	水	が	足りません。
ここ	で	は	およげ	ません。	みず	が	たりません。
koko	de	wa	oyoge	masen.	mizu	ga	tarimasen.
ここ	では	運転	できません。	雪	が	多すぎます。
ここ	では	うんてん	できません。	ゆき	が	おおす
ぎます。
koko	dewa	unten	dekimasen.	yuki	ga	
oosugimasu.
ケーキ	を	食べすぎました。	サッカー	を	したく	
ありません。
ケーキ	を	たべすぎました。	サッカー	を	したく	
ありません。
keeki	o	tabesugimashita.	sakkaa	o	shitaku	
arimasen.

あまり	遠く	まで	運転	できません。	ガソリン	が	
足りません。
あまり	とおく	まで	うんてん	できません。	ガソ
リン	が	たりません。
amari	tooku	made	unten	dekimasen.	gasorin	
ga	tarimasen.

04	 あまり	食べませんでした。	お腹	が	すいて	い	
ます。
あまり	たべませんでした。	おなか	が	すいて	い
ます。
amari	tabemasendeshita.	onaka	ga	suite	imasu.
たくさん	食べました。	もう	結構	です。
たくさん	たべました。	もう	けっこう	です。
takusan	tabemashita.	mou	kekkou	desu.
デザート	を	食べすぎた	の	で	お腹	が	痛い	です。
デザート	を	たべすぎた	の	で	おなか	が	いたい	
です。
dezaato	o	tabesugita	no	de	onaka	ga	itai	desu.

05	 車	が	多すぎます。	私	の	車	が	見つかりません。
くるま	が	おおすぎます。	わたし	の	くるま	が	み
つかりません。
kuruma	ga	oosugimasu.	watashi	no	kuruma	ga	
mitsukarimasen.
テレビ	の	見すぎ	ですよ。	本	を	読んだ	ほう	が	い
い	ですよ。
テレビ	の	みすぎ	ですよ。	ほん	を	よんだ	ほう	が	
いい	ですよ。
terebi	no	misugi	desuyo.	hon	o	yonda	hou	ga	ii	
desuyo.
パスタ	を	作りすぎましたね。	全部	食べられま
せんよ。
パスタ	を	つくりすぎましたね。	ぜんぶ	たべら
れませんよ。
pasuta	o	tsukurisugimashitane.	zenbu	
taberaremasenyo.
ケーキ	を	作る	のに	卵	が	足りません。	スーパー	
に	行って	きて	くれませんか。
ケーキ	を	つくる	のに	たまご	が	たりません。	ス
ーパー	に	いって	きて	くれませんか。
keeki	o	tsukuru	noni	tamago	ga	tarimasen.	
suupaa	ni	itte	kite	kuremasenka.
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この	部屋	には	椅子	が	多すぎます。
この	へや	には	いす	が	おおすぎます。
kono	heya	niwa	isu	ga	oosugimasu.
コップ	が	足りません。
コップ	が	たりません。
koppu	ga	tarimasen.

06	 写真	を	とって	も	いい	ですか。
しゃしん	を	とって	も	いい	ですか。
shashin	o	totte	mo	ii	desuka.
いいですよ。	どこ	に	座りましょうか。
いいですよ。	どこ	に	すわりましょうか。
iidesuyo.	doko	ni	suwarimashouka.
レストラン	に	行きませんか。
レストラン	に	いきませんか。
resutoran	ni	ikimasenka.
いいですよ。	八	時	に	会いましょう。
いいですよ。	はち	じ	に	あいましょう。
iidesuyo.	hachi	ji	ni	aimashou.

07	 これ	は	とても	きれいな	絵	ですね。
これ	は	とても	きれいな	え	ですね。
kore	wa	totemo	kireina	e	desune.
いくら	ですか。
いくら	ですか。
ikura	desuka.
三百	ドル	です。
さんびゃく	ドル	です。
sanbyaku	doru	desu.
高すぎますね。	もう少し	安く	なりませんか。
たかすぎますね。	もうすこし	やすく	なりませ
んか。
takasugimasune.	mousukoshi	yasuku	
narimasenka.
二百	八十	ドル	で	お売り	できますよ。
にひゃく	はちじゅう	ドル	で	おうり	できま	
すよ。
nihyaku	hachijuu	doru	de	ouri	dekimasuyo.
じゃ、	これ	を	ください。
じゃ、	これ	を	ください。
ja,	kore	o	kudasai.

08	 ボーイフレンド	から	電話	が	ありましたよ。	今
夜	電話	して	ほしい	そう	です。
ボーイフレンド	から	でんわ	が	ありましたよ。	
こんや	でんわ	して	ほしい	そう	です。
booifurendo	kara	denwa	ga	arimashitayo.	
konya	denwa	shite	hoshii	sou	desu.
わかりました。	彼	に	電話	します。
わかりました。	かれ	に	でんわ	します。
wakarimashita.	kare	ni	denwa	shimasu.
お姉さん	から	電話	が	ありましたよ。	四時	に	電
話	して	ほしい	そう	です。
おねえさん	から	でんわ	が	ありましたよ。	よじ	
に	でんわ	して	ほしい	そう	です。
oneesan	kara	denwa	ga	arimashitayo.	yoji	ni	
denwa	shite	hoshii	sou	desu.
わかりました。	姉	に	電話	します。
わかりました。	あね	に	でんわ	します。
wakarimashita.	ane	ni	denwa	shimasu.

09	 彼女	は	バイオリン	を	持って	います。
かのじょ	は	バイオリン	を	もって	います。
kanojo	wa	baiorin	o	motte	imasu.
彼女	は	バイオリン	を	忘れました。
かのじょ	は	バイオリン	を	わすれました。
kanojo	wa	baiorin	o	wasuremashita.
彼	は	帽子	を	かぶって	います。
かれ	は	ぼうし	を	かぶって	います。
kare	wa	boushi	o	kabutte	imasu.
彼	は	帽子	を	忘れました。
かれ	は	ぼうし	を	わすれました。
kare	wa	boushi	o	wasuremashita.

10	 彼女	は	かさ	を	忘れました。
かのじょ	は	かさ	を	わすれました。
kanojo	wa	kasa	o	wasuremashita.
彼女	は	本	を	忘れました。
かのじょ	は	ほん	を	わすれました。
kanojo	wa	hon	o	wasuremashita.
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くつ下	を	忘れましたね。
くつした	を	わすれましたね。
kutsushita	o	wasuremashitane.
お弁当	を	忘れましたよ。
おべんとう	を	わすれましたよ。
obentou	o	wasuremashitayo.

11	 彼	は	かぎ	を	忘れました。
かれ	は	かぎ	を	わすれました。
kare	wa	kagi	o	wasuremashita.
彼	は	かぎ	を	忘れませんでした。
かれ	は	かぎ	を	わすれませんでした。
kare	wa	kagi	o	wasuremasendeshita.
彼女	は	コーヒー	を	忘れました。
かのじょ	は	コーヒー	を	わすれました。
kanojo	wa	koohii	o	wasuremashita.
彼女	は	コーヒー	を	忘れませんでした。
かのじょ	は	コーヒー	を	わすれませんでした。
kanojo	wa	koohii	o	wasuremasendeshita.

12	 マリア	の	住所	を	覚えて	いますか。
マリア	の	じゅうしょ	を	おぼえて	いますか。
maria	no	juusho	o	oboete	imasuka.
いいえ、	すみません。	忘れました。
いいえ、	すみません。	わすれました。
iie,	sumimasen.	wasuremashita.
彼女	の	電話	番号	を	覚えて	いますか。
かのじょ	の	でんわ	ばんごう	を	おぼえて	いま
すか。
kanojo	no	denwa	bangou	o	oboete	imasuka.
はい。	555-	2468	です。
はい。	555-	2468	です。
hai.	555-	2468	desu.

13	 ここ	に	住んで	いた	時	の	こと	を	覚えて	いま	
すか。
ここ	に	すんで	いた	とき	の	こと	を	おぼえて	いま
すか。
koko	ni	sunde	ita	toki	no	koto	o	oboete	
imasuka.

いいえ、	覚えて	いません。	ここ	に	住んで	いた	
時、	私	は	赤ちゃん	でした。
いいえ、	おぼえて	いません。	ここ	に	すんで	い
た	とき、	わたし	は	あかちゃん	でした。
iie,	oboete	imasen.	koko	ni	sunde	ita	toki,	
watashi	wa	akachan	deshita.
これ	を	どこ	で	買った	か	忘れ	ました。
これ	を	どこ	で	かった	か	わすれ	ました。
kore	o	doko	de	katta	ka	wasure	mashita.
覚えて	いないん	ですか。	ドイツ	で	買ったん	で
すよ。
おぼえて	いないん	ですか。	ドイツ	で	かったん	
ですよ。
oboete	inain	desuka.	doitsu	de	kattan	desuyo.

14	 フランク	さん。	アレックス	です。	覚えて	いま
すか。
フランク	さん。	アレックス	です。	おぼえて	い
ますか。
furanku	san.	arekkusu	desu.	oboete	imasuka.
はい、	覚えて	いますよ。	妻	の	ジェニファー	
です。
はい、	おぼえて	いますよ。	つま	の	ジェニファ
ー	です。
hai,	oboete	imasuyo.	tsuma	no	jenifaa	desu.
ジェニファー	さん、	はじめまして。	フランク	
さん	と	私	は	大学	の	時	の	友達	でした。
ジェニファー	さん、	はじめまして。	フランク	
さん	と	わたし	は	だいがく	の	とき	の	ともだち	
でした。
jenifaa	san,	hajimemashite.	furanku	san	to	
watashi	wa	daigaku	no	toki	no	tomodachi	
deshita.
主人	から	お話	は	聞いて	いました。	アレックス	
さん、	どうぞ	よろしく。
しゅじん	から	おはなし	は	きいて	いました。	ア
レックス	さん、	どうぞ	よろしく。
shujin	kara	ohanashi	wa	kiite	imashita.	
arekkusu	san,	douzo	yoroshiku.
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15	 今朝	投票	する	の	を	覚えて	いましたか。
けさ	とうひょう	する	の	を	おぼえて	いまし	
たか。
kesa	touhyou	suru	no	o	oboete	imashitaka.
いいえ、	忘れました。
いいえ、	わすれました。
iie,	wasuremashita.
今日、	忘れない	で	投票して	ください。
きょう、	わすれない	で	とうひょうして	くだ
さい。
kyou,	wasurenai	de	touhyoushite	kudasai.
わかりました。	仕事	の	後、	投票	します。
わかりました。	しごと	の	あと、	とうひょう	し
ます。
wakarimashita.	shigoto	no	ato,	touhyou	
shimasu.

16	 学校	で	何	を	勉強	して	いますか。
がっこう	で	なに	を	べんきょう	して	いますか。
gakkou	de	nani	o	benkyou	shite	imasuka.
海	の	動物	について	勉強	して	います。
うみ	の	どうぶつ	について	べんきょう	して	い
ます。
umi	no	doubutsu	nitsuite	benkyou	shite	imasu.
面白い	ですか。
おもしろい	ですか。
omoshiroi	desuka.
はい。	くじら	と	さめ	は	とても	面白い	と	思い
ます。
はい。	くじら	と	さめ	は	とても	おもしろい	と	お
もいます。
hai.	kujira	to	same	wa	totemo	omoshiroi	to	
omoimasu.

17	 この	女	の	人たち	は	絵	について	勉強	して	い	
ます。
この	おんな	の	ひとたち	は	え	について	べんきょ
う	して	います。
kono	onna	no	hitotachi	wa	e	nitsuite	benkyou	
shite	imasu.

この	子供たち	は	動物	について	勉強	して	い	
ます。
この	こどもたち	は	どうぶつ	について	べんきょ
う	して	います。
kono	kodomotachi	wa	doubutsu	nitsuite	
benkyou	shite	imasu.
彼	の	娘	は	ブラジル	について	勉強	して	います。
かれ	の	むすめ	は	ブラジル	について	べんきょう	
して	います。
kare	no	musume	wa	burajiru	nitsuite	benkyou	
shite	imasu.

18	 彼女	の	おばあさん	は	コンピュータ	の	使い方	を	
習って	います。
かのじょ	の	おばあさん	は	コンピュータ	の	つか
いかた	を	ならって	います。
kanojo	no	obaasan	wa	konpyuuta	no	
tsukaikata	o	naratte	imasu.
この	女の子	は	ケーキ	の	作り方	を	習って	い	
ます。
この	おんなのこ	は	ケーキ	の	つくりかた	を	なら
って	います。
kono	onnanoko	wa	keeki	no	tsukurikata	o	
naratte	imasu.
この	赤ちゃん	は	歩き方	を	習って	います。
この	あかちゃん	は	あるきかた	を	ならって	い
ます。
kono	akachan	wa	arukikata	o	naratte	imasu.
この	女の子	は	泳ぎ方	を	習って	います。
この	おんなのこ	は	およぎかた	を	ならって	い
ます。
kono	onnanoko	wa	oyogikata	o	naratte	imasu.

19	 学校	で	何	を	勉強	して	いますか。
がっこう	で	なに	を	べんきょう	して	いますか。
gakkou	de	nani	o	benkyou	shite	imasuka.
日本	について	勉強	して	います。
にほん	について	べんきょう	して	います。
nihon	nitsuite	benkyou	shite	imasu.
日本語	の	会話	も	習って	いますか。
にほんご	の	かいわ	も	ならって	いますか。
nihongo	no	kaiwa	mo	naratte	imasuka.
はい、	習って	います。
はい、	ならって	います。
hai,	naratte	imasu.
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20	 コンピュータ	の	使い方	を	習いませんか。
コンピュータ	の	つかいかた	を	ならいませ	
んか。
konpyuuta	no	tsukaikata	o	naraimasenka.
はい、	コンピュータ	の	使い方	を	習いたい	
です。
はい、	コンピュータ	の	つかいかた	を	ならいた
い	です。
hai,	konpyuuta	no	tsukaikata	o	naraitai	desu.
泳ぎ方	を	習いませんか。
およぎかた	を	ならいませんか。
oyogikata	o	naraimasenka.
はい、	泳ぎ方	を	習いたい	です。
はい、	およぎかた	を	ならいたい	です。
hai,	oyogikata	o	naraitai	desu.

21	 私たち	は	九時	から	ニュース	を	見て	います。
わたしたち	は	くじ	から	ニュース	を	みて	い	
ます。
watashitachi	wa	kuji	kara	nyuusu	o	mite	imasu.
ぼく	は	三時	から	練習	して	います。
ぼく	は	さんじ	から	れんしゅう	して	います。
boku	wa	sanji	kara	renshuu	shite	imasu.
彼女	は	1992	年	以来、	この	雑誌	を	書いて	い	
ます。
かのじょ	は	1992	ねん	いらい、	この	ざっし	を	か
いて	います。
kanojo	wa	1992	nen	irai,	kono	zasshi	o	kaite	
imasu.
彼ら	は	1975	年	以来、	この	家	に	住んで	います。
かれら	は	1975	ねん	いらい、	この	いえ	に	すんで	
います。
karera	wa	1975	nen	irai,	kono	ie	ni	sunde	
imasu.

22	 彼女	は	いつ	から	女王	に	なりましたか。
かのじょ	は	いつ	から	じょおう	に	なりまし	
たか。
kanojo	wa	itsu	kara	joou	ni	narimashitaka.
1952	年	以来、	女王	に	なりました。
1952	ねん	いらい、	じょおう	に	なりました。
1952	nen	irai,	joou	ni	narimashita.

どの	くらい	ここ	で	待って	いましたか。
どの	くらい	ここ	で	まって	いましたか。
dono	kurai	koko	de	matte	imashitaka.
十二時	から	ここ	で	待って	いました。
じゅうにじ	から	ここ	で	まって	いました。
juuniji	kara	koko	de	matte	imashita.

23	 私	は	子供	の	時	から	日本	に	住んで	います。
わたし	は	こども	の	とき	から	にほん	に	すんで	い
ます。
watashi	wa	kodomo	no	toki	kara	nihon	ni	
sunde	imasu.
妻	と	私	は	結婚	して	から	三十五	年	に	なります。
つま	と	わたし	は	けっこん	して	から	さんじゅう
ご	ねん	に	なります。
tsuma	to	watashi	wa	kekkon	shite	kara	
sanjuugo	nen	ni	narimasu.
子供	の	時	以来	この	映画	を	見て	いませんよ。
こども	の	とき	いらい	この	えいが	を	みて	いま	
せんよ。
kodomo	no	toki	irai	kono	eiga	o	mite	
imasenyo.
私たち	は	インド	で	生まれました	が、	イギリス	
に	三年間	住んで	います。
わたしたち	は	インド	で	うまれました	が、	イギ
リス	に	さんねんかん	すんで	います。
watashitachi	wa	indo	de	umaremashita	ga,	
igirisu	ni	sannenkan	sunde	imasu.

24	 イタリア	北部	に	行った	こと	が	ありますか。
イタリア	ほくぶ	に	いった	こと	が	ありますか。
itaria	hokubu	ni	itta	koto	ga	arimasuka.
いいえ、	イタリア	北部	に	行った	こと	は	ありま
せん。	行った	こと	が	ありますか。
いいえ、	イタリア	ほくぶ	に	いった	こと	は	あり
ません。	いった	こと	が	ありますか。
iie,	itaria	hokubu	ni	itta	koto	wa	arimasen.	itta	
koto	ga	arimasuka.
はい、	行った	こと	が	あります。	でも	1982	年	以
来	行って	いません。
はい、	いった	こと	が	あります。	でも	1982	ねん	
いらい	いって	いません。
hai,	itta	koto	ga	arimasu.	demo	1982	nen	irai	
itte	imasen.
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25	 子供たち	は	アフリカ	南部	について	勉強	して	い
ます。
こどもたち	は	アフリカ	なんぶ	について	べんき
ょう	して	います。
kodomotachi	wa	afurika	nanbu	nitsuite	
benkyou	shite	imasu.
彼女	は	アフリカ	西部	について	教えて	います。
かのじょ	は	アフリカ	せいぶ	について	おしえて	
います。
kanojo	wa	afurika	seibu	nitsuite	oshiete	imasu.
彼ら	は	アフリカ	東部	について	勉強	して	い	
ます。
かれら	は	アフリカ	とうぶ	について	べんきょう	
して	います。
karera	wa	afurika	toubu	nitsuite	benkyou	shite	
imasu.
彼女	は	アフリカ	北部	について	教えて	います。
かのじょ	は	アフリカ	ほくぶ	について	おしえて	
います。
kanojo	wa	afurika	hokubu	nitsuite	oshiete	
imasu.

26	 私	は	イタリア	南部	に	住んで	います。
わたし	は	イタリア	なんぶ	に	すんで	います。
watashi	wa	itaria	nanbu	ni	sunde	imasu.
私たち	は	中国	東部	を	旅行	して	います。
わたしたち	は	ちゅうごく	とうぶ	を	りょこう	し
て	います。
watashitachi	wa	chuugoku	toubu	o	ryokou	
shite	imasu.
彼女	は	アメリカ	西部	に	住んで	います。
かのじょ	は	アメリカ	せいぶ	に	すんで	います。
kanojo	wa	amerika	seibu	ni	sunde	imasu.
この	動物	は	ロシア	北部	に	住んで	います。
この	どうぶつ	は	ロシア	ほくぶ	に	すんで	い	
ます。
kono	doubutsu	wa	roshia	hokubu	ni	sunde	
imasu.

27	 インド	料理	を	食べた	こと	が	ありますか。
インド	りょうり	を	たべた	こと	が	ありますか。
indo	ryouri	o	tabeta	koto	ga	arimasuka.

いいえ、	食べた	こと	は	ありません。
いいえ、	たべた	こと	は	ありません。
iie,	tabeta	koto	wa	arimasen.
インド	料理	を	食べた	こと	が	ありますか。
インド	りょうり	を	たべた	こと	が	ありますか。
indo	ryouri	o	tabeta	koto	ga	arimasuka.
はい、	ありますよ。	とても	おいしかった		
です。
はい、	ありますよ。	とても	おいしかった		
です。
hai,	arimasuyo.	totemo	oishikatta	desu.

28	 ロシア	に	行った	こと	が	ありますか。
ロシア	に	いった	こと	が	ありますか。
roshia	ni	itta	koto	ga	arimasuka.
はい、	以前	モスクワ	に	住んで	いました。
はい、	いぜん	モスクワ	に	すんで	いました。
hai,	izen	mosukuwa	ni	sunde	imashita.
本当	ですか。	私	も	モスクワ	の	近く	に	住んで	い
ました。
ほんとう	ですか。	わたし	も	モスクワ	の	ちかく	
に	すんで	いました。
hontou	desuka.	watashi	mo	mosukuwa	no	
chikaku	ni	sunde	imashita.
私	は	ロシア	に	行った	こと	は	ありません	が、	い
つか	行きたい	です。
わたし	は	ロシア	に	いった	こと	は	ありません	
が、	いつか	いきたい	です。
watashi	wa	roshia	ni	itta	koto	wa	arimasen	ga,	
itsuka	ikitai	desu.

29	 また	夕食	を	作らなければ	いけません。
また	ゆうしょく	を	つくらなければ	いけま	
せん。
mata	yuushoku	o	tsukuranakereba	ikemasen.
また	床	を	掃除	しなければ	いけません。
また	ゆか	を	そうじ	しなければ	いけません。
mata	yuka	o	souji	shinakereba	ikemasen.
また	食器	を	洗わなければ	いけません。
また	しょっき	を	あらわなければ	いけません。
mata	shokki	o	arawanakereba	ikemasen.
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30	 先週、	私	の	自転車	が	壊れました。
せんしゅう、	わたし	の	じてんしゃ	が	こわれま
した。
senshuu,	watashi	no	jitensha	ga	
kowaremashita.
主人	が	レンチ	と	ペンチ	を	使って	修理	しま	
した。
しゅじん	が	レンチ	と	ペンチ	を	つかって	しゅう
り	しました。
shujin	ga	renchi	to	penchi	o	tsukatte	shuuri	
shimashita.
今日、	また	私	の	自転車	が	壊れました。
きょう、	また	わたし	の	じてんしゃ	が	こわれま
した。
kyou,	mata	watashi	no	jitensha	ga	
kowaremashita.
新しい	自転車	を	買おう	と	思います。
あたらしい	じてんしゃ	を	かおう	と	おもい	
ます。
atarashii	jitensha	o	kaou	to	omoimasu.

31	 勝ちましたか。
かちましたか。
kachimashitaka.
はい、	また	勝ちました。
はい、	また	かちました。
hai,	mata	kachimashita.
本	は	どこ	ですか。
ほん	は	どこ	ですか。
hon	wa	doko	desuka.
また	忘れました。
また	わすれました。
mata	wasuremashita.

32	 私	が	言った	こと	が	わかりましたか。
わたし	が	いった	こと	が	わかりましたか。
watashi	ga	itta	koto	ga	wakarimashitaka.
いいえ。	もう一度	言って	ください。
いいえ。	もういちど	いって	ください。
iie.	mouichido	itte	kudasai.
中国	に	行った	こと	が	ありますか。
ちゅうごく	に	いった	こと	が	ありますか。
chuugoku	ni	itta	koto	ga	arimasuka.

はい。	去年	行きました。	来月	また	行きます。
はい。	きょねん	いきました。	らいげつ	また	い
きます。
hai.	kyonen	ikimashita.	raigetsu	mata	ikimasu.

33	 いつ	ニューヨーク	に	到着	しますか。
いつ	ニューヨーク	に	とうちゃく	しますか。
itsu	nyuuyooku	ni	touchaku	shimasuka.
わかりません。	私	の	飛行機	が	また	遅れて	い
ます。
わかりません。	わたし	の	ひこうき	が	また	おく
れて	います。
wakarimasen.	watashi	no	hikouki	ga	mata	
okurete	imasu.
今朝	練習	しましたか。
けさ	れんしゅう	しましたか。
kesa	renshuu	shimashitaka.
はい、	明日	の	試合	の	ため	に	今日	の	午後	また	練
習	します。
はい、	あした	の	しあい	の	ため	に	きょう	の	ごご	
また	れんしゅう	します。
hai,	ashita	no	shiai	no	tame	ni	kyou	no	gogo	
mata	renshuu	shimasu.
もう一度	これ	に	乗りませんか。
もういちど	これ	に	のりませんか。
mouichido	kore	ni	norimasenka.
はい。	もう一度	乗りましょう。
はい。	もういちど	のりましょう。
hai.	mouichido	norimashou.

34	 トム	さん、	本	を	持って	きましたか。
トム	さん、	ほん	を	もって	きましたか。
tomu	san,	hon	o	motte	kimashitaka.
ごめんなさい。	また	忘れました。
ごめんなさい。	また	わすれました。
gomennasai.	mata	wasuremashita.
明日	は、	忘れない	で	持ってきて	ください。
あした	は、	わすれない	で	もってきて	くだ	
さい。
ashita	wa,	wasurenai	de	mottekite	kudasai.
はい。	忘れません。
はい。	わすれません。
hai.	wasuremasen.
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35	 金曜日	に、	フランス	料理	の	レストラン	に	行き
ませんか。
きんようび	に、	フランス	りょうり	の	レストラ
ン	に	いきませんか。
kinyoubi	ni,	furansu	ryouri	no	resutoran	ni	
ikimasenka.
ごめんなさい。	行けません。	金曜日	は	祖母	と	
夕ご飯	を	食べるん	です。
ごめんなさい。	いけません。	きんようび	は	そ
ぼ	と	ゆうごはん	を	たべるん	です。
gomennasai.	ikemasen.	kinyoubi	wa	sobo	to	
yuugohan	o	taberun	desu.
土曜日	は	あいて	いますか。
どようび	は	あいて	いますか。
doyoubi	wa	aite	imasuka.
はい、	あいて	います。
はい、	あいて	います。
hai,	aite	imasu.
映画	を	見ませんか。
えいが	を	みませんか。
eiga	o	mimasenka.
いいですね。	土曜日	の	一時	に	ここ	で	会いま	
しょう。
いいですね。	どようび	の	いちじ	に	ここ	で	あい
ましょう。
iidesune.	doyoubi	no	ichiji	ni	koko	de	
aimashou.

4.4 コア	レッスン

01	 この	会社	では	誰	も	お祝い	して	いません。
この	かいしゃ	では	だれ	も	おいわい	して	い	
ません。
kono	kaisha	dewa	dare	mo	oiwai	shite	imasen.
この	女	の	人たち	は	お祝い	して	います。
この	おんな	の	ひとたち	は	おいわい	して	い	
ます。
kono	onna	no	hitotachi	wa	oiwai	shite	imasu.
この	会社員たち	は	お祝い	して	います。
この	かいしゃいんたち	は	おいわい	して	い	
ます。
kono	kaishaintachi	wa	oiwai	shite	imasu.
この	男の子たち	は	お祝い	して	いません。
この	おとこのこたち	は	おいわい	して	いま	
せん。
kono	otokonokotachi	wa	oiwai	shite	imasen.

02	 彼ら	は	試合	に	勝った	ので、	お祝い	して	い	
ます。
かれら	は	しあい	に	かった	ので、	おいわい	して	
います。
karera	wa	shiai	ni	katta	node,	oiwai	shite	imasu.
彼	の	誕生日	を	お祝い	して	います。
かれ	の	たんじょうび	を	おいわい	して	います。
kare	no	tanjoubi	o	oiwai	shite	imasu.
大学	の	卒業	を	お祝い	して	います。
だいがく	の	そつぎょう	を	おいわい	して	い	
ます。
daigaku	no	sotsugyou	o	oiwai	shite	imasu.
彼ら	は	結婚	四十	年	を	お祝い	して	います。
かれら	は	けっこん	よんじゅう	ねん	を	おいわい	
して	います。
karera	wa	kekkon	yonjuu	nen	o	oiwai	shite	
imasu.

03	 彼女	は	疲れて	いる	ので、	映画	の	最中	に	寝て	い
ます。
かのじょ	は	つかれて	いる	ので、	えいが	の	さい
ちゅう	に	ねて	います。
kanojo	wa	tsukarete	iru	node,	eiga	no	saichuu	
ni	nete	imasu.



109

私たち	は	試合	の	最中	に	食べて	います。
わたしたち	は	しあい	の	さいちゅう	に	たべて	い
ます。
watashitachi	wa	shiai	no	saichuu	ni	tabete	
imasu.
彼ら	は	コンサート	の	最中	に	写真	を	とりま	
した。
かれら	は	コンサート	の	さいちゅう	に	しゃしん	
を	とりました。
karera	wa	konsaato	no	saichuu	ni	shashin	o	
torimashita.
彼	は	飛行機	の	中	で	雑誌	を	読みました。
かれ	は	ひこうき	の	なか	で	ざっし	を	よみま	
した。
kare	wa	hikouki	no	naka	de	zasshi	o	
yomimashita.

04	 私	は	去年、	一ヶ月	イタリア	南部	へ	旅行	しま	
した。
わたし	は	きょねん、	いっかげつ	イタリア	なん
ぶ	へ	りょこう	しました。
watashi	wa	kyonen,	ikkagetsu	itaria	nanbu	e	
ryokou	shimashita.
旅行中	に、	たくさん	の	教会	と	美術館	に	行きま
した。
りょこうちゅう	に、	たくさん	の	きょうかい	と	
びじゅつかん	に	いきました。
ryokouchuu	ni,	takusan	no	kyoukai	to	
bijutsukan	ni	ikimashita.
私	は	先週、	パリ	に	出張	しました。
わたし	は	せんしゅう、	パリ	に	しゅっちょう	し
ました。
watashi	wa	senshuu,	pari	ni	shucchou	
shimashita.
そこ	に	いた	四日間	に、	たくさん	の	会社員	に	会
いました。
そこ	に	いた	よっかかん	に、	たくさん	の	かいし
ゃいん	に	あいました。
soko	ni	ita	yokkakan	ni,	takusan	no	kaishain	ni	
aimashita.

05	 ここ	に	旅行	で	来て	いますか。
ここ	に	りょこう	で	きて	いますか。
koko	ni	ryokou	de	kite	imasuka.

いいえ。	出張	で	来て	います。
いいえ。	しゅっちょう	で	きて	います。
iie.	shucchou	de	kite	imasu.
オーストラリア	に	出張	で	行きましたか。
オーストラリア	に	しゅっちょう	で	いきまし
たか。
oosutoraria	ni	shucchou	de	ikimashitaka.
いいえ、	旅行	で	行きました。
いいえ、	りょこう	で	いきました。
iie,	ryokou	de	ikimashita.

06	 彼女	は	旅行	で	この	町	に	来て	います。
かのじょ	は	りょこう	で	この	まち	に	きて	い	
ます。
kanojo	wa	ryokou	de	kono	machi	ni	kite	imasu.
彼女	は	出張	で	この	町	に	来て	います。
かのじょ	は	しゅっちょう	で	この	まち	に	きて	い
ます。
kanojo	wa	shucchou	de	kono	machi	ni	kite	
imasu.
彼ら	は	メキシコ	へ	旅行	します。
かれら	は	メキシコ	へ	りょこう	します。
karera	wa	mekishiko	e	ryokou	shimasu.
彼ら	は	メキシコ	へ	出張	します。
かれら	は	メキシコ	へ	しゅっちょう	します。
karera	wa	mekishiko	e	shucchou	shimasu.

07	 どうして	学校	に	行かないん	ですか。
どうして	がっこう	に	いかないん	ですか。
doushite	gakkou	ni	ikanain	desuka.
学校	は	休み	です。	今日	は	祝日	です。
がっこう	は	やすみ	です。	きょう	は	しゅくじつ	
です。
gakkou	wa	yasumi	desu.	kyou	wa	shukujitsu	
desu.
どうして	今日	公園	に	行くん	ですか。
どうして	きょう	こうえん	に	いくん	ですか。
doushite	kyou	kouen	ni	ikun	desuka.
今日	は	祝日	です。
きょう	は	しゅくじつ	です。
kyou	wa	shukujitsu	desu.
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08	 この	祝日	に、	人々	は	仮装	パーティー	へ	行き	
ます。
この	しゅくじつ	に、	ひとびと	は	かそう	パー	
ティー	へ	いきます。
kono	shukujitsu	ni,	hitobito	wa	kasou	paatii	e	
ikimasu.
メキシコ人	は、	十一月	に	この	祝日	を	祝い	
ます。
メキシコじん	は、	じゅういちがつ	に	この	しゅ
くじつ	を	いわいます。
mekishikojin	wa,	juuichigatsu	ni	kono	
shukujitsu	o	iwaimasu.
この	祝日	に、	人々	は	新年	を	祝います。
この	しゅくじつ	に、	ひとびと	は	しんねん	を	い
わいます。
kono	shukujitsu	ni,	hitobito	wa	shinnen	o	
iwaimasu.

09	 息子	は	十八歳	の	時	から	兵士	です。
むすこ	は	じゅうはっさい	の	とき	から	へいし	
です。
musuko	wa	juuhassai	no	toki	kara	heishi	desu.
この	人々	は	試合	の	最中	に	お祝い	して	います。
この	ひとびと	は	しあい	の	さいちゅう	に	おいわ
い	して	います。
kono	hitobito	wa	shiai	no	saichuu	ni	oiwai	shite	
imasu.
彼	は	1975	年	以来、	スーツ	を	着た	こと	が	あり
ません。
かれ	は	1975	ねん	いらい、	スーツ	を	きた	こと	が	
ありません。
kare	wa	1975	nen	irai,	suutsu	o	kita	koto	ga	
arimasen.

10	 学校	に	行かなければ	いけませんか。
がっこう	に	いかなければ	いけませんか。
gakkou	ni	ikanakereba	ikemasenka.
はい。	今日	は	休み	では	ありません。
はい。	きょう	は	やすみ	では	ありません。
hai.	kyou	wa	yasumi	dewa	arimasen.

学校	に	行かなければ	いけませんか。
がっこう	に	いかなければ	いけませんか。
gakkou	ni	ikanakereba	ikemasenka.
いいえ、	今日	は	休み	です。
いいえ、	きょう	は	やすみ	です。
iie,	kyou	wa	yasumi	desu.

11	 この	パレード	で、	彼ら	は	音楽	を	演奏	して	い	
ます。
この	パレード	で、	かれら	は	おんがく	を	えんそ
う	して	います。
kono	pareedo	de,	karera	wa	ongaku	o	ensou	
shite	imasu.
この	パレード	で、	女	の	人たち	は	踊って	い	
ます。
この	パレード	で、	おんな	の	ひとたち	は	おどっ
て	います。
kono	pareedo	de,	onna	no	hitotachi	wa	odotte	
imasu.
この	パレード	で、	女	の	人たち	は	頭	の	上	に	果物	
を	持って	います。
この	パレード	で、	おんな	の	ひとたち	は	あたま	
の	うえ	に	くだもの	を	もって	います。
kono	pareedo	de,	onna	no	hitotachi	wa	atama	
no	ue	ni	kudamono	o	motte	imasu.

12	 どうして	今日	パレード	を	しているん	ですか。
どうして	きょう	パレード	を	しているん	で	
すか。
doushite	kyou	pareedo	o	shiteirun	desuka.
中国	の	新年	を	お祝い	しているん	ですよ。
ちゅうこく	の	しんねん	を	おいわい	しているん	
ですよ。
chuukoku	no	shinnen	o	oiwai	shiteirun	desuyo.
どうして	今日	パレード	を	しているん	ですか。
どうして	きょう	パレード	を	しているん	で	
すか。
doushite	kyou	pareedo	o	shiteirun	desuka.
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私たち	の	サッカー	チーム	が	すべて	の	試合	に	勝
ったん	ですよ。
わたしたち	の	サッカー	チーム	が	すべて	の	しあ
い	に	かったん	ですよ。
watashitachi	no	sakkaa	chiimu	ga	subete	no	
shiai	ni	kattan	desuyo.

13	 これ	は	ヒンズー教	の	像	です。
これ	は	ヒンズーきょう	の	ぞう	です。
kore	wa	hinzuukyou	no	zou	desu.
これ	は	キリスト教	の	教会	です。
これ	は	キリストきょう	の	きょうかい	です。
kore	wa	kirisutokyou	no	kyoukai	desu.
彼ら	は	仏教	の	お寺	に	来て	います。
かれら	は	ぶっきょう	の	おてら	に	きて	います。
karera	wa	bukkyou	no	otera	ni	kite	imasu.

14	 この	ユダヤ	教徒	の	男	の	人	は	息子さん	に	歌って	
います。
この	ユダヤ	きょうと	の	おとこ	の	ひと	は	むすこ
さん	に	うたって	います。
kono	yudaya	kyouto	no	otoko	no	hito	wa	
musukosan	ni	utatte	imasu.
イスラム	教徒	の	男	の	人	は	モスク	の	中	に	い	
ます。
イスラム	きょうと	の	おとこ	の	ひと	は	モスク	の	
なか	に	います。
isuramu	kyouto	no	otoko	no	hito	wa	mosuku	
no	naka	ni	imasu.
彼ら	は	ヒンズー教	の	祝日	を	お祝い	して	い	
ます。
かれら	は	ヒンズーきょう	の	しゅくじつ	を	おい
わい	して	います。
karera	wa	hinzuukyou	no	shukujitsu	o	oiwai	
shite	imasu.
彼ら	は	仏教	の	祝日	を	お祝い	して	います。
かれら	は	ぶっきょう	の	しゅくじつ	を	おいわい	
して	います。
karera	wa	bukkyou	no	shukujitsu	o	oiwai	shite	
imasu.

15	 この	ユダヤ教	の	祝日	は	いつ	お祝い	しますか。
この	ユダヤきょう	の	しゅくじつ	は	いつ	おいわ
い	しますか。
kono	yudayakyou	no	shukujitsu	wa	itsu	oiwai	
shimasuka.
春	に	お祝い	します。
はる	に	おいわい	します。
haru	ni	oiwai	shimasu.
この	イスラム教	の	祝日	は	いつ	お祝い	しま	
すか。
この	イスラムきょう	の	しゅくじつ	は	いつ	おい
わい	しますか。
kono	isuramukyou	no	shukujitsu	wa	itsu	oiwai	
shimasuka.
秋	に	お祝い	します。
あき	に	おいわい	します。
aki	ni	oiwai	shimasu.

16	 これ	は	キリスト教	の	結婚式	です。
これ	は	キリストきょう	の	けっこんしき	です。
kore	wa	kirisutokyou	no	kekkonshiki	desu.
これ	は	ユダヤ教	の	結婚式	です。
これ	は	ユダヤきょう	の	けっこんしき	です。
kore	wa	yudayakyou	no	kekkonshiki	desu.
これ	は	ヒンズー教	の	結婚式	です。
これ	は	ヒンズーきょう	の	けっこんしき	です。
kore	wa	hinzuukyou	no	kekkonshiki	desu.

17	 何	の	お祝い	ですか。
なん	の	おいわい	ですか。
nan	no	oiwai	desuka.
今日	は	キリスト教	の	祝日	なん	です。
きょう	は	キリストきょう	の	しゅくじつ	なん	
です。
kyou	wa	kirisutokyou	no	shukujitsu	nan	desu.
何	の	お祝い	ですか。
なん	の	おいわい	ですか。
nan	no	oiwai	desuka.
息子	と	ガールフレンド	が	結婚	するん	です。
むすこ	と	ガールフレンド	が	けっこん	するん	
です。
musuko	to	gaarufurendo	ga	kekkon	surun	
desu.
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18	 何	を	読んで	いますか。
なに	を	よんで	いますか。
nani	o	yonde	imasuka.
ユダヤ教	の	祝日	に	ついて	読んで	います。
ユダヤきょう	の	しゅくじつ	に	ついて	よんで	い
ます。
yudayakyou	no	shukujitsu	ni	tsuite	yonde	
imasu.
どうして	ユダヤ教	の	祭日	に	ついて	読んでいる
ん	ですか。
どうして	ユダヤきょう	の	さいじつ	に	ついて	よ
んでいるん	ですか。
doushite	yudayakyou	no	saijitsu	ni	tsuite	
yondeirun	desuka.
ユダヤ	教徒	の	家族	と	夕ご飯	を	食べるん	です。
ユダヤ	きょうと	の	かぞく	と	ゆうごはん	を	たべ
るん	です。
yudaya	kyouto	no	kazoku	to	yuugohan	o	
taberun	desu.

19	 音楽家	は	演奏	の	準備	が	できました。
おんがくか	は	えんそう	の	じゅんび	が	できま
した。
ongakuka	wa	ensou	no	junbi	ga	dekimashita.
この	歌手	は	歌う	準備	が	できて	いません。
この	かしゅ	は	うたう	じゅんび	が	できて	いま
せん。
kono	kashu	wa	utau	junbi	ga	dekite	imasen.
夕ご飯	を	食べる	準備	が	できましたか。
ゆうごはん	を	たべる	じゅんび	が	できまし	
たか。
yuugohan	o	taberu	junbi	ga	dekimashitaka.
男	の	人たち	は	走る	準備	が	できました。
おとこ	の	ひとたち	は	はしる	じゅんび	が	できま
した。
otoko	no	hitotachi	wa	hashiru	junbi	ga	
dekimashita.
この	男	の	人	は	もうすぐ	仕事	に	行く	準備	が	でき
ます	が、	奥さん	は	まだ	です。
この	おとこ	の	ひと	は	もうすぐ	しごと	に	いく	じ
ゅんび	が	できます	が、	おくさん	は	まだ		
です。
kono	otoko	no	hito	wa	mousugu	shigoto	ni	iku	
junbi	ga	dekimasu	ga,	okusan	wa	mada	desu.

馬	に	乗る	準備	が	できましたか。
うま	に	のる	じゅんび	が	できましたか。
uma	ni	noru	junbi	ga	dekimashitaka.

20	 結婚式	に	行く	時間	です。	行く	準備	が	できまし
たか。
けっこんしき	に	いく	じかん	です。	いく	じゅん
び	が	できましたか。
kekkonshiki	ni	iku	jikan	desu.	iku	junbi	ga	
dekimashitaka.
いいえ、	まだ	です。	もうすぐ	準備	が	でき	
ます。
いいえ、	まだ	です。	もうすぐ	じゅんび	が	でき
ます。
iie,	mada	desu.	mousugu	junbi	ga	dekimasu.
パレード	に	行く	準備	が	でき	ました。	もう	行く	
時間	ですか。
パレード	に	いく	じゅんび	が	でき	ました。	もう	
いく	じかん	ですか。
pareedo	ni	iku	junbi	ga	deki	mashita.	mou	iku	
jikan	desuka.
はい、	もう	時間	です。
はい、	もう	じかん	です。
hai,	mou	jikan	desu.

21	 パーティー	に	行く	時間	です。	準備	が	でき	まし
たか。
パーティー	に	いく	じかん	です。	じゅんび	が	で
き	ましたか。
paatii	ni	iku	jikan	desu.	junbi	ga	deki	mashitaka.
もう少し	です。	五分	で	準備	が	できます。
もうすこし	です。	ごふん	で	じゅんび	が	でき
ます。
mousukoshi	desu.	gofun	de	junbi	ga	dekimasu.
わかりました。	外	で	待って	いますね。
わかりました。	そと	で	まって	いますね。
wakarimashita.	soto	de	matte	imasune.
電車	の	駅	に	行く	時間	です。	準備	が	でき	まし
たか。
でんしゃ	の	えき	に	いく	じかん	です。	じゅんび	
が	でき	ましたか。
densha	no	eki	ni	iku	jikan	desu.	junbi	ga	deki	
mashitaka.
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もう少し	です。	まだ	スーツケース	の	荷造り	が	
終わって	いません。
もうすこし	です。	まだ	スーツケース	の	にづく
り	が	おわって	いません。
mousukoshi	desu.	mada	suutsukeesu	no	
nizukuri	ga	owatte	imasen.
わかりました。	でも、	もうすぐ	行かなければ	
いけませんよ。
わかりました。	でも、	もうすぐ	いかなければ	
いけませんよ。
wakarimashita.	demo,	mousugu	ikanakereba	
ikemasenyo.

22	 公園	に	行きましょう。
こうえん	に	いきましょう。
kouen	ni	ikimashou.
いい	ですね。
いい	ですね。
ii	desune.
来月	ロシア	に	行きましょう。
らいげつ	ロシア	に	いきましょう。
raigetsu	roshia	ni	ikimashou.
いい	ですね。	モスクワ	に	行きましょう。
いい	ですね。	モスクワ	に	いきましょう。
ii	desune.	mosukuwa	ni	ikimashou.
劇場	に	行く	準備	が	できましたか。
げきじょう	に	いく	じゅんび	が	できましたか。
gekijou	ni	iku	junbi	ga	dekimashitaka.
はい、	できました。	行きましょう。
はい、	できました。	いきましょう。
hai,	dekimashita.	ikimashou.

23	 動物園	に	行きましょう。
どうぶつえん	に	いきましょう。
doubutsuen	ni	ikimashou.
いい	ですね。	午後	に	行きましょう。
いい	ですね。	ごご	に	いきましょう。
ii	desune.	gogo	ni	ikimashou.
電車	の	駅	に	行く	準備	が	できましたか。
でんしゃ	の	えき	に	いく	じゅんび	が	できまし
たか。
densha	no	eki	ni	iku	junbi	ga	dekimashitaka.

はい、	できました。	行きましょう。
はい、	できました。	いきましょう。
hai,	dekimashita.	ikimashou.
公園	に	行く	準備	が	できましたか。
こうえん	に	いく	じゅんび	が	できましたか。
kouen	ni	iku	junbi	ga	dekimashitaka.
はい。	行きましょう。
はい。	いきましょう。
hai.	ikimashou.

24	 パレード	に	行く	時間	ですか。
パレード	に	いく	じかん	ですか。
pareedo	ni	iku	jikan	desuka.
はい。	行きましょう。
はい。	いきましょう。
hai.	ikimashou.
レストラン	に	行く	準備	が	できましたか。
レストラン	に	いく	じゅんび	が	できましたか。
resutoran	ni	iku	junbi	ga	dekimashitaka.
はい、	できました。	行きましょう。
はい、	できました。	いきましょう。
hai,	dekimashita.	ikimashou.

25	 試合	に	行く	準備	が	できましたか。
しあい	に	いく	じゅんび	が	できましたか。
shiai	ni	iku	junbi	ga	dekimashitaka.
はい、	できました。	行きましょう。
はい、	できました。	いきましょう。
hai,	dekimashita.	ikimashou.
劇場	に	行く	準備	が	できましたか。
げきじょう	に	いく	じゅんび	が	できましたか。
gekijou	ni	iku	junbi	ga	dekimashitaka.
はい、	できました。	行きましょう。
はい、	できました。	いきましょう。
hai,	dekimashita.	ikimashou.

26	 お帰りなさい。	お元気	でしたか。
おかえりなさい。	おげんき	でしたか。
okaerinasai.	ogenki	deshitaka.
はい。
はい。
hai.
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旅行	は	どう	でしたか。
りょこう	は	どう	でしたか。
ryokou	wa	dou	deshitaka.
とっても	良かった	ですよ。
とっても	よかった	ですよ。
tottemo	yokatta	desuyo.

27	 どこ	に	行きましたか。
どこ	に	いきましたか。
doko	ni	ikimashitaka.
日本	北部	と	インド	に	行きました。
にほん	ほくぶ	と	インド	に	いきました。
nihon	hokubu	to	indo	ni	ikimashita.
日本	では	何	を	見ましたか。
にほん	では	なに	を	みましたか。
nihon	dewa	nani	o	mimashitaka.
この	町	では、	冬	の	間	に	雪	で	とても	大きい	家	を	
作ります。
この	まち	では、	ふゆ	の	あいだ	に	ゆき	で	とても	
おおきい	いえ	を	つくります。
kono	machi	dewa,	fuyu	no	aida	ni	yuki	de	
totemo	ookii	ie	o	tsukurimasu.
本当	ですか。	きれい	ですね。	食べ物	は	おいし
かった	ですか。
ほんとう	ですか。	きれい	ですね。	たべもの	は	
おいしかった	ですか。
hontou	desuka.	kirei	desune.	tabemono	wa	
oishikatta	desuka.
ええ。	魚	が	とても	おいしかった	です。
ええ。	さかな	が	とても	おいしかった	です。
ee.	sakana	ga	totemo	oishikatta	desu.

28	 日本	に	行った	後、	インド	に	行きました。
にほん	に	いった	ご、	インド	に	いきました。
nihon	ni	itta	go,	indo	ni	ikimashita.
私たち	の	国	の	タクシー	と	違いますね。
わたしたち	の	くに	の	タクシー	と	ちがいま	
すね。
watashitachi	no	kuni	no	takushii	to	
chigaimasune.

インド	の	祝日	では、	多く	の	人	が	踊ったり	歌っ
たり	します。
インド	の	しゅくじつ	では、	おおく	の	ひと	が	お
どったり	うたったり	します。
indo	no	shukujitsu	dewa,	ooku	no	hito	ga	
odottari	utattari	shimasu.
私	の	友達	の	ジョエル	は、	この	町	で	象	に	乗りま
したよ。
わたし	の	ともだち	の	ジョエル	は、	この	まち	で	
ぞう	に	のりましたよ。
watashi	no	tomodachi	no	joeru	wa,	kono	
machi	de	zou	ni	norimashitayo.
それから	湖	の	中	に	ある	お寺	も	見ました。
それから	みずうみ	の	なか	に	ある	おてら	も	みま
した。
sorekara	mizuumi	no	naka	ni	aru	otera	mo	
mimashita.
ヒンズー	教徒	の	家族	と	昼ご飯	も	食べました。
ヒンズー	きょうと	の	かぞく	と	ひるごはん	も	た
べました。
hinzuu	kyouto	no	kazoku	to	hirugohan	mo	
tabemashita.

29	 旅行	で	何	が	一番	良かった	ですか。
りょこう	で	なに	が	いちばん	よかった	ですか。
ryokou	de	nani	ga	ichiban	yokatta	desuka.
多く	の	面白い	人々	に	会いました。
おおく	の	おもしろい	ひとびと	に	あいました。
ooku	no	omoshiroi	hitobito	ni	aimashita.
辛い	インド	料理	も	おいしかった	です。
からい	インド	りょうり	も	おいしかった	です。
karai	indo	ryouri	mo	oishikatta	desu.
きれいな	山	も	見ました。
きれいな	やま	も	みました。
kireina	yama	mo	mimashita.

30	 とても	いい	写真	ですね。
とても	いい	しゃしん	ですね。
totemo	ii	shashin	desune.
私	が	日本	へ	行く	こと	を	知って	いますか。
わたし	が	にほん	へ	いく	こと	を	しって	いま	
すか。
watashi	ga	nihon	e	iku	koto	o	shitte	imasuka.



115

本当	ですか。	出張	ですか。
ほんとう	ですか。	しゅっちょう	ですか。
hontou	desuka.	shutchou	desuka.
いいえ、	旅行	です。
いいえ、	りょこう	です。
iie,	ryokou	desu.
いつ	行きますか。
いつ	いきますか。
itsu	ikimasuka.
来月	行きます。
らいげつ	いきます。
raigetsu	ikimasu.

31	 私	は	三	ヶ月	間	日本語	を	勉強	しました。
わたし	は	さん	かげつ	かん	にほんご	を	べん	
きょう	しました。
watashi	wa	san	kagetsu	kan	nihongo	o	benkyou	
shimashita.
パスポート	が	あります。
パスポート	が	あります。
pasupooto	ga	arimasu.
スーツケース	の	荷造り	を	終えました。
スーツケース	の	にづくり	を	おえました。
suutsukeesu	no	nizukuri	o	oemashita.
準備	が	できましたか。
じゅんび	が	できましたか。
junbi	ga	dekimashitaka.
はい、	できました。
はい、	できました。
hai,	dekimashita.
行きましょう。
いきましょう。
ikimashou.

4.5 マイルストーン

01	 準備	が	できましたか。
じゅんび	が	できましたか。
junbi	ga	dekimashitaka.
いいえ、	でも	もう少し	です。
いいえ、	でも	もうすこし	です。
iie,	demo	mousukoshi	desu.

02	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

03	 新年	の	お祝い	で	ここ	に	来たん	ですか。
しんねん	の	おいわい	で	ここ	に	きたん	ですか。
shinnen	no	oiwai	de	koko	ni	kitan	desuka.
はい、	新年	の	お祝い	で	ここ	に	来ました。　
はい、	しんねん	の	おいわい	で	ここ	に	きま	
した。　
hai,	shinnen	no	oiwai	de	koko	ni	kimashita.　

04	 日本	の	出身	ですか。
にほん	の	しゅっしん	ですか。
nihon	no	shusshin	desuka.
はい、	日本	の	出身	ですが、	今	は	別	の	町	に	住ん
で	います。
はい、	にほん	の	しゅっしん	ですが、	いま	は	べ
つ	の	まち	に	すんで	います。
hai,	nihon	no	shusshin	desuga,	ima	wa	betsu	no	
machi	ni	sunde	imasu.

05	 日本人	ですか。
にほんじん	ですか。
nihonjin	desuka.
いいえ。	私たち	は	旅行	で	ここ	に	来て	います。
いいえ。	わたしたち	は	りょこう	で	ここ	に	きて	
います。
iie.	watashitachi	wa	ryokou	de	koko	ni	kite	
imasu.
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06	 日本語	が	とても	上手	ですね。
にほんご	が	とても	じょうず	ですね。
nihongo	ga	totemo	jouzu	desune.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.

07	 何ヶ国語	を	話しますか。
なんかこくご	を	はなしますか。
nankakokugo	o	hanashimasuka.
三ヶ国語	です。	日本語	と	イタリア語	と	中国語	
を	少し	話します。
さんかこくご	です。	にほんご	と	イタリアご	と	
ちゅうごくご	を	すこし	はなします。
sankakokugo	desu.	nihongo	to	itariago	to	
chuugokugo	o	sukoshi	hanashimasu.

08	 国王	の	結婚式	を	覚えて	いますか。
こくおう	の	けっこんしき	を	おぼえて	いま	
すか。
kokuou	no	kekkonshiki	o	oboete	imasuka.
はい、	覚えて	いますよ。	きれい	でしたね。
はい、	おぼえて	いますよ。	きれい	でしたね。
hai,	oboete	imasuyo.	kirei	deshitane.

09	 テレビ	で	何	を	やって	いますか。
テレビ	で	なに	を	やって	いますか。
terebi	de	nani	o	yatte	imasuka.
国王	の	結婚式	を	やって	います。
こくおう	の	けっこんしき	を	やって	います。
kokuou	no	kekkonshiki	o	yatte	imasu.

10	 はい、	覚えて	いますよ。	これ	は	人	が	始め
て、、、	の	上	を	歩いた、、、	の	上、	、、		日
本語	で	何と	いいますか。
はい、	おぼえて	いますよ。	これ	は	ひと	が	は
じめて、、、	の	うえ	を	あるいた、、、	の	う
え、	、、		にほんご	で	なんと	いいますか。
hai,	oboete	imasuyo.	kore	wa	hito	ga	
hajimete. . .	no	ue	o	aruita. . .	no	ue. . .	nihongo	
de	nanto	iimasuka.
日本語	で、「	月」	と	いいます。
にほんご	で、「	つき」	と	いいます。
nihongo	de,「tsuki」	to	iimasu.

11	 月	の	上	を	歩いた	アメリカ人	の	パレード	を	見た
ん	ですよ。	知って	いましたか。
つき	の	うえ	を	あるいた	アメリカじん	の	パレー
ド	を	みたん	ですよ。	しって	いましたか。
tsuki	no	ue	o	aruita	amerikajin	no	pareedo	o	
mitan	desuyo.	shitte	imashitaka.
本当	ですか。	知りませんでした。
ほんとう	ですか。	しりませんでした。
hontou	desuka.	shirimasendeshita.

12	 いつ	見ましたか。
いつ	みましたか。
itsu	mimashitaka.
1973	年	に、	アメリカ	を	旅行	していた	時	に	見
ました。
1973	ねん	に、	アメリカ	を	りょこう	していた	と
き	に	みました。
1973	nen	ni,	amerika	o	ryokou	shiteita	toki	ni	
mimashita.

13	 ニュース	を	見て	いますか。
ニュース	を	みて	いますか。
nyuusu	o	mite	imasuka.
はい、	見て	います。
はい、	みて	います。
hai,	mite	imasu.

14	 赤	チーム	が	勝ちましたか。
あか	チーム	が	かちましたか。
aka	chiimu	ga	kachimashitaka.
はい、	勝ちました。
はい、	かちました。
hai,	kachimashita.

15	 その	旗	は	いくら	ですか。
その	はた	は	いくら	ですか。
sono	hata	wa	ikura	desuka.
十二	ユーロ	です。
じゅうに	ユーロ	です。
juuni	yuuro	desu.
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16	 もう	少し	安く	なりませんか。
もう	すこし	やすく	なりませんか。
mou	sukoshi	yasuku	narimasenka.
一本	を	安く	売る	の	は	難しい	ですね。
いっぽん	を	やすく	うる	の	は	むずかしい	で	
すね。
ippon	o	yasuku	uru	no	wa	muzukashii	desune.

17	 でも、	二本	を	二十	ユーロ	で	売りますよ。	二本	
いかが	ですか。
でも、	にほん	を	にじゅう	ユーロ	で	うります
よ。	にほん	いかが	ですか。
demo,	nihon	o	nijuu	yuuro	de	urimasuyo.	
nihon	ikaga	desuka.
はい、	二本	買います。
はい、	にほん	かいます。
hai,	nihon	kaimasu.

18	 ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どうも。
どうも。
doumo.

19	 行く	準備	が	できましたか。
いく	じゅんび	が	できましたか。
iku	junbi	ga	dekimashitaka.
はい、	できました。	行きましょう。
はい、	できました。	いきましょう。
hai,	dekimashita.	ikimashou.


